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１（１）消費者団体訴訟制度の意義－役割分担－

・消費者団体訴訟制度は、内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者の利益の擁護のた
めに、事業者に対して、訴訟等をすることができる制度。
①適格消費者団体の差止請求（2007年６月ー）
②特定適格消費者団体の被害回復（2016年10月ー）

・消費者、事業者、国（地方自治体含む）の三者とは別に、消費者利益の新たな担い手として、公
共的な役割を果たす民間団体として存在。

消費者にとっての意義

事業者にとっての意義

 自分でも気づかない／自分では訴えづらい消費者被害が是正される
 自分で訴訟をするよりも、相対的に時間・費用・労力をかけずに、返金に向けて被害回

復訴訟を追行してもらえる

行政にとっての意義

 個別の消費者から複数のクレームや訴訟を受けずに、紛争の一回的解決が可能
 健全な事業者の発展や公正な競争をもたらし、市場を健全化
 被害回復を受けた消費者の新たな消費による健全な事業者への需要喚起・経済成長

 消費者契約法は民事ルールとして行政措置がないため、実効性を確保
 差止訴訟の効果は全国に及ぶことから、法令違反の事業者の是正が国と同様に可能
 消費者のため、リアルタイムの問題に機動的に取り組みやすい（新たなルール形成機能

が期待しやすい）
 裁判所の資源の効率的な運用
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１（１）消費者団体訴訟制度の意義－役割分担－

・適格消費者団体による差止では、民事ルールである消費者契約法の不当条項に基づく差止も
可能。
・利用規約は、消費者にとっても、よく読まないまま契約した場合は、潜在的な消費者被害になり
やすいが、これについて実効力をもって広く是正ができるのは適格消費者団体のみ。

※消費者庁で把握している適格消費者団体による788事業者への差止事案（申入れ・提訴したもの、解決に至らなかったものも含む）が
対象（2007年６月―2021年３月）

※１事案につき、複数の根拠法令で申し入れていることもあるため、ここでは根拠法令ごとにカウント。
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－役割分担－

・適格消費者団体による差止について、業界団体から評価された例。

適格消費者団体が、自動車の訪問買取事業者に対し不当条項の是正を申入れ、改
善が図られた。

⇒自動車訪問買取業の業界団体は、業界のイメージを落とすアウトサイダーの不当
な行為に悩んでおり、今回の不当条項是正の取り組みを評価し、適格消費者団体
の活動を支援することとなった。

事案１

事案２

あるBtoC業界団体で策定していた、消費者との契約の指針について、最新の消費

者保護の視点に立った改訂がなされていなかったところ、適格消費者団体により、
改善を要請。

⇒当初は、認識したこともない団体からの突然の書面での回答要請に驚き、対峙す
る姿勢にならざるを得ず、内部でも対応が大変であった。もっとも、結果としては、最
新の消費者保護法制に具体的に対応したものに改訂し、会員社に広報することが
できたことで、業界全体で自律的な運営ができたと評価。
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－適格消費者団体による経済効果－

・今般、適格消費者団体へのアンケート（本年2月－3月実施）を踏まえ、適格消費者団体による
差止（申入れ含む）による事案１件あたりの被害防止額（申入れベース）を試算。
・1事案あたり防止されたと想定される被害者数は254人であり、被害額は2200万円。そのために
要する費用は合計約26万円となり、防止している被害額に比して、費用対効果が相対的に高い
ものとなっている。
・適格消費者団体は2007年より消費者被害に対する差止請求等を行っており、2020年度までの
14年間で788件（年間56件）の差止請求を実施してきた。それを考慮すると、年間の被害防止額
についても算定することができる。その結果、適格消費者団体により年間防止されたと想定され
る被害額は12.6億円程度であると推計される。

防止されたと想定される
被害者数

防止されたと想
定される被害額

254
人/事案

22,505
千円/事案

人件費 総費用

218,718
円/事案

260,954
円/事案

事案あたり被害防止とその費用

防止されたと想定さ
れる被害者数

防止されたと想定
される被害額

14,224
人/年

1,260
百万円/年

人件費 総費用

12,248
千円/年

14,613
千円/年

年間の被害防止とその費用

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－適格消費者団体による経済効果－

・前頁の算定方法は以下の通り。

事案あたり被害防止とその費用

①適格消費者団体におけるアンケートにおいて、事案別
（過去2年間に決着したもの）に想定される被害防止額
と想定される防止被害者数を質問。
②データが得られた12事案の被害額、被害者数の総計は
下表の通り。

防止されたと想定され
る被害者数

防止されたと想定
される被害額

3,050
人

270,060,000
百万円

防止されたと想定され
る被害者数

防止されたと想定
される被害額

254
人/事案

22,505
千円/事案

③上表は12事案の総計であることから、それぞれを12で
除して以下の値を算定。

年間の被害防止とその費用

①適格消費者団体は、過去14年間で788件の申入れを実
施してきており、年あたりにすると56件/年程度とな
る。

②この年あたり申入れ件数（56件/年）を左の事案あたり
「防止されたと想定される被害者数」「防止されたと想
定される被害額」に適用して、年間あたりの「防止され
たと想定される被害者数」「防止されたと想定される被
害額」を算定した。

※なお、人件費、総費用についても全く同様の考え方で
算定しているが、人件費の算定にあたっては、現実に支
払われたものではなく、以下の算式で算定している。

人件費 ＝ 申入れ等に要した時間 × 人件費単価

※人件費単価については、多くの作業を弁護士が実施す
ることに鑑み、3132.5円/時間（厚生労働省『令和元年
賃金構造基本統計調査』における職種別きまって支給す
る現金給与額より、弁護士の所定内給与を所定内実労働
時間で除して算定（企業規模計（10人以上）））

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－特定適格消費者団体による経済効果－

・今般、 ３つの特定適格消費者団体へのヒアリングなど（本年2月-3月実施）を踏まえ、特定適格
消費者団体による被害回復の経済効果を試算。
・大学の医学部入試に関連した事案では、約3.6億円（３事案のうちの２事案分）の被害回復がな
された。
・一方、本来の経済効果は、これにより、医学部の入試制度が是正され、見合った人材が入学で
きるようになることであり、その経済効果はここでの被害回復額を大きく上回ると考えられる。

■大学の医学部入学試験に関する事案（被害回復訴訟継続中）における被害回復予定額（届出時点）

被害回復額＝ 約5,080万円（総債権数891件分の入学検定料、受験票送料、送金手数料、出願郵送料）

■特定適格消費者団体の申入れによる被害回復額
上記に関連した事案でその後、２大学が返金に応じており、うち１大学については、5,232人に対して返還

を行ったとの回答がなされている。

被害回復額＝ 60,000円 × 5,232人
＝ 3億1,392万円

※訴訟上、実際にはこれに加え、参加消費者が団体に支払うべき費用報酬や遅延損害金が債権額として届け出られている。

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－特定適格消費者団体による経済効果－

・現在進行中の事案では、少なく見積もっても約2.7億円程度の被害額が生じていると考えられ、
今後それらを回復することが期待される。これらによる具体の波及効果は、現在はまだ試算が困
難であるが、想定はされ、社会での予防効果を果たしていると考えられる。

■情報商材事案
- 仮想通貨に関するノウハウ提供DVDと自動投資システムを販売。前者は、一般的な情報提供を行うのみである
ものであり、後者は他のトレーダーの履歴を追って自分で投資判断をするだけのもの。

想定される被害回復額 ＝
被害者数：

2,000-3,000人と
想定される。

×
1人あたり被害額：
・商材DVD： 50,800円
・商材DVD追加コース： 48,200円
・自動売買： 482,000円

＝
過大評価を避ける趣旨から、
・被害者数：2,000人
・被害額：50,800円/人
と想定。

＝ 1億160万円

■給与ファクタリング事案
-事業者が給与の一部を債権として買い取り、給料日前に貸し付け差額を手数料として受け取るものであるが、金
利換算すると法外な手数料となり、事実上のヤミ金融にあたるもの。

想定される被害回復額 ＝
被害者数：

280人と
想定される。

×

1人あたり被害額：
5万円（多くが月5万円の

債権を4万円で買い取っている）
＝ 1,400万円

※1人あたりの利用回数は不明だが、過大評価を避ける趣旨から1回とした （試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

■大学の医学部入学試験に関する事案

想定される被害回復額 ＝
被害者数：

3,000人と
想定される。

×
1人あたり被害額：

51,487円 ＝ 1億5,446万円

※入学検定料の平均（5万円）、出願送金料の平均（657円）、出願郵送料830円の合計とした
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－特定適格消費者団体による経済効果－

・本制度が施行された2016年10月以降、前頁の事案以外に14件（公表ベース）の申入れを行い、
うち8件程度が、消費者への返金に向けた解決、一部解決につなげている。

団体名 年 対象 概要 人数 金額 被害額

消費者支援
機構日本

2017年 不動産開発
業者

リゾート会員権の会則変更（会員権の譲渡禁止、クラブ廃止を可能にする）
とその後のクラブの廃止について申し入れ、従来と同じ待遇の会員制度と
しての継続、すでに退会した会員について希望に応じての復会の手続きを
取る等の回答を得た。

不明

入会金：
77万円

年会費：
3.3万円

不明

消費者支援
機構日本

2017年 生活用品
販売企業

表示が誤っていたシャンプーについて返金を要請し、返金対応が取られる
ようになったとの回答を得た。

不明
（3,000円）

※類似商品より
不明

消費者支援
機構関西

2017年 健康食品
販売会社
15社

景品表示法に基づく措置命令を受けた商品の購入者に対する返金につい
て、14社から返金に応じるとの回答、1社は回答無し。2020年3月6日現在
で、16､566名に返金との回答を得た。 16,566人

（3,000円/月）
※類似商品より

期間は消費者庁
が複数社を違法

認定したのべ期間
89ヶ月

22億1,156万円
（16,556人
×3,000円

×89ヶ月/2で試
算）

消費者支援
機構関西

2018年 小売業者 景品表示法に基づく措置命令を受けた商品の購入者に対する返金につい
て申し入れ、該当者に対して返金するとの回答を得た。

不明
（300円）

※類似商品より
不明

消費者支援
機構日本

2018年 建設会社 申込金を支払ったが契約に至らなかった消費者に対して、477件に対して
返金実施との回答を得た。申込金は30万円（物件規模や地盤調査仕様に
より70万円）であり、1割程度は契約前に地盤調査を実施。地盤調査は10
万円程度。

477人
29万円

（9割30万円
1割20万円）※

1億3,833万円

消費者支援
機構日本

2019年 生命保険 親族の同席無しに70歳以上の消費者と生命保険契約を締結した場合の解

約について、申入れに応じるとともに、支払い済み保険料相当額を返金し
ているとの回答を得た。

ー ー ー

消費者支援
機構関西

2019年 健康食品
5社

2020年12月31日現在で195名について返金実施との回答を得た。

195人

（3000円/月）
※類似商品より

期間は消費者庁
が複数社を違法

認定したのべ期間
85ヶ月

2,486万円
（195人×3000
円×85 ヶ月）/2

で試算）

消費者支援
機構日本

2020年 オンライン
資格取得講
座運営企業

テキストの著作権侵害を理由にした中途解約者に対する追加返金実施と
の回答を得た。 不明 不明 不明

事案の選定は、特定適格消費者団体のHP公表ベース。金額や期間の詳細が不明なもので試算できるものは試算（※）。

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－特定適格消費者団体による経済効果－

・被害回復については事例が少ないが、上記で想定した８件分の被害回復事例から1事案あたり
約3億7千万円程度と推計された。
・またその結果を用いて年間被害回復額を推計すると約12億円と推計された。

事案あたり被害回復額 年間の被害回復額

• 仮に、被害回復につながった13事例（4年間）で同程

度の被害回復がなされていたと想定すると、年間の
被害回復額は以下の通り算定される。

年間被害回復額＝ 37,619万円 × 13事例 / 4年

＝ 12億2,262万円/年

事案 被害回復額（万円）

大学医学部入試事案① 5,080

大学医学部入試事案② 31,392

大学医学部入試事案③ 15,446

情報商材事案 10,160

給与ファクタリング事案 1400

健康食品事案① 221,156

建設会社事案 13,833

健康食品事案② 2,486

平均 37,619

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義－総被害額の推計－

・消費者被害の実態（現在の消費者団体訴訟制度で対応し得るものに限定し、消費者アンケート
で質問（詳細後述））から、全国で生じている消費者被害件数を推計。その結果、年間で191万人が
516万回の消費者被害を受け、解決していない被害額が、約430億円～約1,200億円あると推計。
・適格消費者団体で防止されている被害額は年間約12.6億円、特定適格消費者団体が被害回
復を行っているのが年間約12.2億円と推計された。これは、解決していない被害額の約2％～5％
強に過ぎず、活動の活発化が必要とされているのではないか。

種類 被害者数
被害
件数

被害額
（平均値）

被害額
（中央値）

未解決額
（平均値）

未解決額
（中央値）

不当な
勧誘

（1,065千人）
1,525千
件/年

241,235百
万円/年

53,237百万
円/年

30,082百万
円/年

18,633百万
円/年

不当な
契約条項

（563千人）
819千
件/年

175,906百
万円/年

56,308百万
円/年

18,669百万
円/年

14,077百万
円/年

不当な
表示

（1,044千人）
2,815千
件/年

122,731百
万円/年

15,664百万
円/年

70,840百万
円/年

10,443百万
円/年

合計
1,914千
人/年

5,159千
件/年

539,872百
万円/年

125,209百
万円/年

119,591百
万円/年

43,152百万
円/年

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（１）消費者団体訴訟制度の意義

・適格消費者団体や特定適格消費者団体による申入れ、差止や被害回復等は、個別事案にお
ける被害が防止されたり、被害回復が実現できる直接的な機能である。
・一方、適格消費者団体や特定適格消費者団体が関与できている事案は、潜在的に生じている
消費者被害のごく一部に過ぎない。
・これら直接的な機能を発揮しつつ、その成果を波及させていくことにより、より大きな経済的な
効果を発揮することができると考えられる。

消費者団体訴訟
制度の機能

直接的機能

波及的影響

差止等による消費者被害防止機能：12.6億円/年

消費者被害回復機能：12.2億円/年

消費者の意識向上

適正な市場形成による企業活動の向上

消費者被害に関する知見向上

潜在的な消費者被害防止

※直接的機能の
蓄積により発揮。

※直接的機能よ
りも大きな効果と
なる。
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（２）消費者団体訴訟制度（被害回復）の実態

○共通義務確認の訴え（第１段階）が、５事業者を被告として提起されている（訴訟

件数としては４件）。

○うち２事業者（訴訟件数としては２件）について判決が確定し、そのうち１事業者

について簡易確定手続（第２段階）が開始されている。

○特定適格消費者団体から返金の申入れを受けた事業者により任意の対応が行

われ、訴えの提起に至ることなく被害が回復されるといった動きもみられる。

特定適格消費者団体による被害回復裁判手続の追行状況等

出典：第１回検討会資料２（事務局）

・（前回議論のとおり、）ようやく被害回復訴訟の事案が出てきたところ。
・他方、消費者トラブルが引き続き存在するにもかかわらず、施行後４年が経つことを踏まえると、
被害回復訴訟事案が活発に生じているようには見えないとの評価もあるところ。

消費者団体訴訟制度（被害回復）はうまく機能しているか。
消費者にとって参加しやすいものとなっているか。
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（２）消費者団体訴訟制度（被害回復）の実態－特定適格消費者団体の観点－

・特定適格消費者団体からのヒアリング（本年２月ー３月実施）からは、以下について課題を抱え
ているように見受けられる。

 訴額が少額すぎると、本制度であっても、訴訟費用倒れになる。
 参加人数が多すぎると、事務局の人的体制が整わず、事務処理が困難になる。
 事業者に資力がない・資力があるか不明であると、訴訟費用倒れになる。
 事業者が悪質で所在不明になると、返金のための民事執行が困難になる。

 一般消費者・事業者ともに、消費生活センターの相談員、一般的な消費者団体、（特定）
適格消費者団体の役割・違いを、あまり認知されているように感じない。

 個別事案での活動による広報が説得的だと思うが、必ずしも報道されたり、検索上位に
なるわけではない。

処理可能な被害回復事案のはまりづらさ

認知度の不足

 国・県の委託事業はあるが、入札で安定的ではない。自前の事業収益が大きくはない。
 訴訟として勝訴すれば、事後的に報酬が得られるが、常に訴訟案件があるわけではなく

収益の柱ではない。団体の申入れで事業者の自主返金につながることがあっても、消費
者からの寄付はなかなか集まらない。

 企業や業界団体との接点や活動への共感に限りもあり、資金援助につながらない。
 大型の訴訟になった場合に対応できる事務局人員や運転資金に懸念がある。団体業務

のデジタル化や新しい事業を実施する事務局人員や資金に懸念がある。

財務基盤／人的基盤の不足
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（参考）特定適格消費者団体の訴訟事案での費用分析

・対象消費者約5,000人、授権者500-600人規模の事案で標準的な対応を
すると、簡易確定手続以降での費用の割合が８割と大きい。
・消費者の返金額を実質的に増やすための訴訟費用の低減や訴訟事案処
理可能数の拡大には、事務局事務作業の効率化が必要。

情報収集
事案選定 返金

共通義務確認訴訟

対象債権の確定手続
（簡易確定手続）

異議後の
訴訟

通知・公告
授権手続
債権届出 債権額確定

このプロセスで生じる総費用

事業者への申し
入れや差止の
対応作業と一体 ２割弱 ８割

弁護士費用
13%

人件費
2%

人件費
16%

弁護士費用
58%

人件費
3%

※比率は全て総費用ベース。

※参考とした事例では、一部の人件
費などを抑えているため、ここでは
時間単価に工数を乗じて算出。単
価は1,890円適用。

※時間単価は令和2年賃金構造基本

統計調査の小企業の平均賃金
302.4千円を月160時間で除した値。

通知・広告費
４%

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（参考）特定適格消費者団体の訴訟事案での費用分析

・更に、訴訟に参加する消費者の数を増やすことができれば、授権者一人当たり費用は低減。
より少額の訴額の事案も対応可能になり得ることが想定される。

＜共通義務確認訴訟～返金に要する授権者一人当たり費用の試算＞

■対象消費者約5,000人、授権者500-600人規模の事案（前頁のモデル）
→ 授権者一人当たり 約25,000円

■対象消費者約5,000人、授権者4,500人規模の場合
（※対象消費者全員の名簿があり、個別に連絡できた場合）

試算条件：特定適格消費者団体の対応体制・リソースが授権者規模に比例して
増強された場合
（現行体制・リソースの処理能力が授権者500-600人規模で限界）

→ 授権者一人当たり 約8,800円 （約6割強低減）

※これに加え、手続のIT化等で、更なる削減の可能性もあると考えられる。

（試算）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（参考）特定適格消費者団体の財務基盤分析

・特定適格消費者団体の繰越財産、経常収支、経常費用は、以下のとおり。
・特定適格消費者団体の主たる収益源は、会費と受託事業収益となっており、各団体ごとに、そ
の比率は様々。受託事業収益があれば一時的に増加するも、安定しづらい。
・リスクのある事案への対応や消費者団体訴訟制度を活性化させていくためには、収支の拡大
が望まれる。

18

収
益

費
用

順番を並び換え
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（参考）被害回復に関連する海外の消費者団体

・海外における被害回復に関連する消費者団体は、活動規模は様々であるが、会員人数の規模
要件を課しているところもあり、１～10万人を超える会員を擁し、全国に支部を有するなど、一定
の規模を有している。
・財務内容の詳細が不明な団体も多いが、多くの団体は、雑誌、広報誌の販売による自前の事
業収益、会費収入を主体とする定常的な収入源を確保しているようである。

項 目 フランス ブラジル イタリア
団体の
名称

Union Fédérale des Consommateurs Que 
Choisir： UFC （フランス消費者同盟）

Insitituto Brasilieiro de Defesa do 
Consumidor: IDEC （ブラジル消費者保護協
会）

Consumentenbond （オランダ消費者協会）

組織の
概要

 UFCのもとに160の地方組織。
 地方の会員組織は約14万人。地方組織の

活動のほとんどは、約5,000人のボランティア
の協力による。

 会員数は約1万人。
 サンパウロを拠点とし、スタッフは約50人。

 会員数は約37万人でイタリア最大の会員
数（購読者数）を有する消費者団体となっ
ている。

 ミラノの本拠地その他全国各地に支部あり。
専門スタッフが約280人。

活動分
野と主
な活動

 紛争解決、情報提供、ロビー活動。会員向
け消費者相談、消費者に対する情報誌
“Que choisir”(何を選ぶか）（月刊）や書籍の
発行。

 集団購買（消費者に呼びかけ、UFCがガス
会社と交渉して安く購入）。

 消費者教育、食品の品質検査、消費者
保護運動（表示、料金不当値上げ等への
抗議活動）、機関誌発行。

 集団訴訟、会員を代理しての個別訴訟

 “Altroconsumo”（商品テストの月刊誌）
のほか、金融、医療等に関する雑誌を
出版。

 会員に対する法律関係の相談を行うほ
か、消費者と企業の調停、集団訴訟も手
がけている。

被害回
復訴訟
に関す
る活動
内容

 2014年の集団訴訟に関する新法案（Hamon
法）を受けて、2014年にフランスで最初の集
団訴訟。

 大手銀行やデジタルプラットフォームに対し
て訴訟。

 約180件の集団訴訟を実施。
 訴訟の内容は、健康保険料や電話料金の

不当値上げ、誤解を招く宣伝広告、発がん
性物質を含有する家畜飼料など。

 個別訴訟は、会員のべ5，000人を代理して
訴訟。

 多数の集団訴訟に関与。HPで集団訴訟へ
の参加を呼びかけ。

 2021年3月時点では、料金値上げ等に関
するアップルへの訴訟、個人情報の不適
切利用に関するFacebookへの訴訟を市民
に呼びかけ。

収入
源・財
政内容

 年間予算：約3,200万€
 団体の収入の約97％が会費と出版物、予算

全体に占める補助金の割合は1％程度。
 その他、裁判で受け取った損害賠償や訴訟

に対する国からの保証などが合計3％程度。

 詳細不明  収入の約98は購読料・その他の関連収入、
残りが投資、その他の収入。

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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（２）消費者団体訴訟制度（被害回復）の実態－消費者の観点－

・一般消費者に対するアンケート（本年３月実施）により、消費者の被害回復訴訟制度の認知や
特定適格消費者団体への認識、訴訟への参加に対する意向、寄付の可能性などについて調査。

１ 調査目的
全国の一般消費者（国民）の消費者団体訴訟制度等に対する意識や、消費者被害経験と対応状況等を把握することで、消費者団
体訴訟制度に係る政策的な課題・示唆の抽出に資する。

２ 調査方法
インターネットアンケート（登録制調査モニター利用）

３ 調査対象
全国一般消費者（18歳以上）

４ 回収数
1,000サンプル（全国人口構成比割り付け）

５ 調査期間
2021年3月16日～3月19日

※備考：特段の記載がない限り、nの単位は人数、グラフ内数値の単位は％。

・消費者団体訴訟制度・特定適格消費者団体の認知、団体に対するイメージ・信用度
・消費者被害経験、被害時における団体の認知
・団体に活動してほしいトラブル類型・取引領域類型
・団体に対する社会的意義や必要性
・団体活動を支える寄付への支払意思
・被害回復訴訟制度への参加
・和解への参加
・消費者団体訴訟制度への期待

消費者団体訴訟制度（被害回復）に関する調査項目
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（２）消費者団体訴訟制度（被害回復）の実態－消費者の観点－

〇消費者団体訴訟制度・特定適格消費者団体の認知、団体に対するイメージ・信用度
・認知度：適格消費者団体（37.8%）、特定適格消費者団体（35.2％）、消費者団体訴訟制度
（37.2％）
・特定適格消費者団体の認知者のうち、多くは特定の団体名までは知らない（75.3％）。

・特定適格消費者団体の認知者のうち、当初のイメージとして、弁護士などの専門家集団
の集まりである（29.8%）、困ったときに気軽に相談ができる（28.1％）などを持っている一方、
何をやっているかわからないイメージ（22.4％）も持っている。
・消費者団体訴訟制度の認知経路は、消費者庁のHP（17.2％）や国民生活センターや地方
自治体のHP（19.4%）よりも、新聞やテレビ等での報道（51.1%）、インターネット上でのニュー
スの報道等(24.7%)が多い。

〇消費者被害経験、被害時における団体の認知
・過去10年間で各消費者被害（消費者団体訴訟制度の対象トラブル）に遭った／遭いそうに

なった者は、約１割程度。その際に、（特定）適格消費者団体は、消費者にとって、必ずしも
相談や情報提供先になっていない。

〇団体に活動してほしいトラブル類型・取引領域類型
・ （特定）適格消費者団体には、不当な勧誘（51.4%）や不当な契約による返金(50.2%)、
被害が発生した際の相談対応（41.7%）のトラブル類型、投資取引（48.8%）、や訪問販売や
電話勧誘販売(46.4%)、インターネット上の通販広告（28.7%）の取引類型に活動してほしい。

一般消費者に対するアンケート結果のポイント
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（２）消費者団体訴訟制度（被害回復）の実態－消費者の観点－

〇団体に対する社会的意義や必要性
・７割強の消費者（77%）は、（特定）適格消費者団体の社会的意義や必要性を感じている。

〇団体活動を支える寄付への支払意思
・特定適格消費者団体の活動に対する支払意志額は、最も安い年間世帯あたり200円で
あっても支払う割合が30％程度と非常に低かった。
・中央値を算定した場合の支払意志額は年間309円/世帯と推計。

・クロス分析で要因を解析すると、所得、消費者被害の経験、消費者相談の経験、（特定）
適格消費者団体への社会的意義・必要性の有無などが影響を与えている。

〇被害回復訴訟制度への参加
・平均的な条件での被害回復訴訟の参加意向は35.8%。統計上、参加意向に影響を与える

要素は、消費者の参加意向に影響を与える要素として、①返金額（２万円～４万５千円）、
③参加者名の裁判所での閲覧の有無、⑤返金までの期間（3カ月～２年）だった。

〇和解への参加
・平均的な条件での和解への参加意向は、46.1%。和解への参加意向に影響を与える要素
は、①消費者被害の種類（故意かミスか）、②返金割合、④返金までの期間だった。

〇消費者団体訴訟制度への期待
・わかりやすい広報や存在の周知について指摘する意見が多い。
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（参考）一般消費者に対するアンケート

＜消費者団体訴訟制度・特定適格消費者団体の認知、団体に対するイメージ、信用度＞

37.8

35.2

37.2

62.2

64.8

62.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(ア) 不当な契約条項の使用や根拠のない広告の使用等の事業者の不当な行為を、

訴訟等によりやめさせることができる消費者団体があること

(イ) 事業者の不当な行為によって生じた被害金額を、訴訟により取り戻すことができ

る消費者団体があること

(ウ) 上記（ア）（イ）のように、消費者団体が、訴訟等により、事業者の不当な行為をや

めさせる、あるいは、被害金額を取り戻すことができる制度があること

知っている 知らなかったQ.次の（ア）～（ウ）のそれぞれについて、当てはまるものを１つずつお選び下さい。（お答えはそれぞれ1つ）

（ア）適格消費者団体 （イ）特定適格消費者団体 （ウ）団体訴訟制度

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）「知らなかった」の回答率内訳

[1000] 62.2 64.8 62.8
男性18～39歳 [105] 70.5 74.3 73.3
男性40～50代 [189] 65.6 69.8 66.1
男性60代以上 [233] 51.1 53.2 49.4
女性18～39歳 [79] 73.4 77.2 75.9
女性40～50代 [180] 68.3 70.0 70.0
女性60代以上 [214] 57.9 59.3 58.4
北海道 [88] 60.2 63.6 63.6
関東（東京除く） [258] 60.9 64.0 62.8
東京都 [151] 58.9 62.9 58.9
中部 [156] 60.9 66.0 59.6
近畿 [207] 66.2 65.2 63.8
中国・四国 [65] 63.1 70.8 69.2
九州・沖縄 [75] 66.7 64.0 68.0
（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員 [312] 59.9 66.3 65.1
パート・アルバイト・非常勤等 [146] 70.5 72.6 71.2
自営業・自由業 [89] 51.7 55.1 51.7
専業主婦・主夫 [201] 64.7 63.2 62.7
無職 [236] 61.4 62.7 59.3

[460] 17.8 23.5 19.1
消費者被害経験者 [187] 45.5 49.7 44.9
消費者被害非経験者 [813] 66.1 68.3 66.9

全体

居
住
地
域
別

職
業
別

経験別

性
・
年
齢
別

消費者団体訴訟制度・団体の認知者

※「消費者団体訴訟制度・団体の認知者」は、設問のいずれか認知している者


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）
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Q.事業者の不当な行為によって生じた被害金額を、訴訟により取り戻すことができる消費者団体（特定適格消費者団体と呼ばれます）につい
て、具体的にどの団体のことを知っていますか？（お答えはいくつでも）(N=特定適格消費者団体の認知者)

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

N=

消
費
者
機
構
日
本

消
費
者
支
援
機
構
関
西

埼
玉
消
費
者
被
害
を
な
く

す
会

特
定
の
団
体
名
ま
で
は
知

ら
な
い

[352] 19.0 9.7 3.7 75.3
18～29歳 [15] 33.3 20.0 6.7 53.3
30代 [30] 16.7 13.3 6.7 70.0
40代 [40] 27.5 10.0 5.0 62.5
50代 [71] 14.1 9.9 2.8 83.1
60代 [90] 18.9 11.1 3.3 76.7
70代以上 [106] 17.9 5.7 2.8 78.3
北海道 [32] 9.4 3.1 - 87.5
関東（東京除く） [93] 26.9 6.5 6.5 67.7
東京都 [56] 19.6 8.9 5.4 75.0
中部 [53] 13.2 9.4 1.9 84.9
近畿 [72] 13.9 18.1 1.4 75.0
中国・四国 [19] 21.1 10.5 5.3 73.7
九州・沖縄 [27] 25.9 7.4 3.7 70.4
（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員 [105] 21.0 15.2 3.8 69.5
パート・アルバイト・非常勤等 [40] 20.0 5.0 7.5 77.5
自営業・自由業 [40] 22.5 15.0 5.0 70.0
専業主婦・主夫 [74] 17.6 8.1 2.7 75.7
無職 [88] 15.9 2.3 1.1 84.1
消費者被害経験者 [94] 25.5 13.8 7.4 69.1
消費者被害非経験者 [258] 16.7 8.1 2.3 77.5
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（単位：％）

（参考）一般消費者に対するアンケート


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン
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bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ
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Q4. 特定適格消費者団体の存在について一番初めに知った当初、信用できそうだと思いましたか。（お答えは1つ）(N=特定適格消費者団体の認知者)

Q. 前問でお答えいただいたような特定適格消費者団体の存在について一番初めに知った当初、どのようなイメージを持ちましたか。
※選択肢は印象やイメージの候補であり、事実と異なる場合もあり得ます。（お答えはいくつでも）(N=特定適格消費者団体の認知者)

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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[352] 29.8 28.1 27.3 25.9 22.4 14.8 13.1 5.7 4.0 3.7 3.1 2.8 1.4 0.3 22.4
男性18～39歳 [27] 33.3 29.6 14.8 18.5 25.9 25.9 18.5 14.8 11.1 7.4 - - - - 18.5
男性40～50代 [57] 33.3 14.0 19.3 22.8 7.0 10.5 17.5 3.5 3.5 8.8 1.8 5.3 - - 31.6
男性60代以上 [109] 29.4 33.0 32.1 36.7 22.9 18.3 11.9 2.8 5.5 1.8 2.8 3.7 1.8 0.9 22.0
女性18～39歳 [18] 22.2 5.6 5.6 16.7 5.6 11.1 16.7 5.6 - - 5.6 16.7 5.6 - 22.2
女性40～50代 [54] 24.1 33.3 20.4 9.3 25.9 5.6 9.3 5.6 1.9 - - - - - 22.2
女性60代以上 [87] 32.2 32.2 39.1 28.7 32.2 16.1 11.5 8.0 2.3 4.6 6.9 - 2.3 - 18.4
（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員 [105] 27.6 21.9 20.0 22.9 16.2 12.4 20.0 8.6 8.6 4.8 1.0 5.7 1.9 - 23.8
パート・アルバイト・非常勤等 [40] 32.5 27.5 30.0 22.5 30.0 2.5 7.5 5.0 5.0 2.5 - 5.0 - - 27.5
自営業・自由業 [40] 40.0 37.5 30.0 25.0 17.5 25.0 10.0 5.0 5.0 5.0 10.0 - 2.5 - 15.0
専業主婦・主夫 [74] 29.7 25.7 31.1 23.0 23.0 13.5 8.1 6.8 - 4.1 4.1 1.4 1.4 - 18.9
無職 [88] 26.1 31.8 31.8 33.0 27.3 17.0 12.5 2.3 1.1 1.1 3.4 1.1 1.1 1.1 25.0
消費者被害経験者 [94] 36.2 37.2 42.6 34.0 35.1 14.9 20.2 6.4 6.4 2.1 4.3 5.3 3.2 - 10.6
消費者被害非経験者 [258] 27.5 24.8 21.7 22.9 17.8 14.7 10.5 5.4 3.1 4.3 2.7 1.9 0.8 0.4 26.7
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N=
全　　体 [352] 61.9 4.8

【性×年齢別】男性18～39歳 [27] 51.9 3.7
男性40～50代 [57] 63.2 5.3
男性60代以上 [109] 62.4 5.5
女性18～39歳 [18] 44.4 -
女性40～50代 [54] 63.0 1.9
女性60代以上 [87] 66.7 6.9

【消費者被害経験別】　消費者被害経験者 [94] 76.6 3.2
消費者被害非経験者 [258] 56.6 5.4
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（参考）一般消費者に対するアンケート


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ20.



						Q20.消費者被害経験時の相談先(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計																N		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計

								【不当な勧誘】		[104]		32.7		2.9		2.9		-		8.7		7.7		50.0		-		50.0												全体::		【不当な勧誘】		104		32.7		2.9		2.9				8.7		7.7		50				50

		1						【不当な契約内容】		[55]		25.5		12.7		5.5		-		16.4		7.3		41.8		3.6		58.2														【不当な契約内容】		55		25.5		12.7		5.5				16.4		7.3		41.8		3.6		58.2		100

		2						【不当な表示】		[102]		22.5		4.9		2.0		-		6.9		12.7		58.8		2.0		40.2														【不当な表示】		102		22.5		4.9		2				6.9		12.7		58.8		2		40.2







【不当な勧誘】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	32.700000000000003	2.9	2.9	8.6999999999999993	7.7	50	50	【不当な契約内容】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	25.5	12.7	5.5	16.399999999999999	7.3	41.8	3.6	58.2	【不当な表示】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自	治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	22.5	4.9000000000000004	2	6.9	12.7	58.8	2	40.200000000000003	



（単位：％）



bQ21.



						Q21.消費者被害経験時の解消に向けた対応(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計																N		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計

								【不当な勧誘】		[104]		26.0		2.9		1.0		11.5		5.8		1.0		46.2		7.7		46.2												全体::		【不当な勧誘】		104		26		2.9		1		11.5		5.8		1		46.2		7.7		46.2

		1						【不当な契約内容】		[55]		27.3		7.3		1.8		20.0		1.8		-		38.2		9.1		54.5														【不当な契約内容】		55		27.3		7.3		1.8		20		1.8				38.2		9.1		54.5

		2						【不当な表示】		[102]		17.6		3.9		2.9		6.9		2.0		-		64.7		3.9		31.4														【不当な表示】		102		17.6		3.9		2.9		6.9		2				64.7		3.9		31.4







【不当な勧誘】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	26	2.9	1	11.5	5.8	1	46.2	7.7	46.2	【不当な契約内容】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	27.3	7.3	1.8	20	1.8	38.200000000000003	9.1	54.5	【不当な表示】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	17.600000000000001	3.9	2.9	6.9	2	64.7	3.9	31.4	



（単位：％）



bQ10.



						Q10.認知している特定適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										2		13		6		12		7		11		1		5		3		9		4		10		8		14		15

										N=		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[352]		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4.0		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4												全体::		全体		352		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4

		1				性別		男性		[193]		31.1		26.9		25.9		30.1		18.7		17.1		14.5		4.7		5.7		4.7		2.1		3.6		1.0		0.5		24.4														男性		193		31.1		26.9		25.9		30.1		18.7		17.1		14.5		4.7		5.7		4.7		2.1		3.6		1		0.5		24.4

		2						女性		[159]		28.3		29.6		28.9		20.8		27.0		11.9		11.3		6.9		1.9		2.5		4.4		1.9		1.9		-		20.1														女性		159		28.3		29.6		28.9		20.8		27		11.9		11.3		6.9		1.9		2.5		4.4		1.9		1.9				20.1

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		26.7		26.7		6.7		33.3		20.0		26.7		26.7		13.3		-		6.7		6.7		13.3		6.7		-		20.0														18～29歳		15		26.7		26.7		6.7		33.3		20		26.7		26.7		13.3				6.7		6.7		13.3		6.7				20

		4						30代		[30]		30.0		16.7		13.3		10.0		16.7		16.7		13.3		10.0		10.0		3.3		-		3.3		-		-		20.0														30代		30		30		16.7		13.3		10		16.7		16.7		13.3		10		10		3.3				3.3						20

		5						40代		[40]		30.0		25.0		25.0		25.0		20.0		15.0		17.5		5.0		2.5		7.5		2.5		5.0		-		-		20.0														40代		40		30		25		25		25		20		15		17.5		5		2.5		7.5		2.5		5						20

		6						50代		[71]		28.2		22.5		16.9		11.3		14.1		4.2		11.3		4.2		2.8		2.8		-		1.4		-		-		31.0														50代		71		28.2		22.5		16.9		11.3		14.1		4.2		11.3		4.2		2.8		2.8				1.4						31

		7						60代		[90]		33.3		28.9		33.3		32.2		28.9		16.7		13.3		5.6		6.7		3.3		3.3		2.2		3.3		-		21.1														60代		90		33.3		28.9		33.3		32.2		28.9		16.7		13.3		5.6		6.7		3.3		3.3		2.2		3.3				21.1

		8						70代以上		[106]		28.3		35.8		36.8		34.0		25.5		17.9		10.4		4.7		1.9		2.8		5.7		1.9		0.9		0.9		19.8														70代以上		106		28.3		35.8		36.8		34		25.5		17.9		10.4		4.7		1.9		2.8		5.7		1.9		0.9		0.9		19.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4		-		-		-		-		18.5														男性18～39歳		27		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4										18.5

		10						男性40～50代		[57]		33.3		14.0		19.3		22.8		7.0		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3		-		-		31.6														男性40～50代		57		33.3		14		19.3		22.8		7		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3						31.6

		11						男性60代以上		[109]		29.4		33.0		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22.0														男性60代以上		109		29.4		33		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6		-		-		5.6		16.7		5.6		-		22.2														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6						5.6		16.7		5.6				22.2

		13						女性40～50代		[54]		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9		-		-		-		-		-		22.2														女性40～50代		54		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9												22.2

		14						女性60代以上		[87]		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8.0		2.3		4.6		6.9		-		2.3		-		18.4														女性60代以上		87		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8		2.3		4.6		6.9				2.3				18.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

弁護士などの専門家集団の集まりである	困ったときに気軽に相談ができる	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	消費者庁が広報している団体である	個々の消費者に還元される活動をしている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	消費者問題を勉強したい人のサークルである	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	29.8	28.1	27.3	25.9	22.4	14.8	13.1	5.7	4	3.7	3.1	2.8	1.4	0.3	22.4	



（単位：％）



bQ10. (2)



						Q10.認知している特定適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										2		13		6		12		7		11		1		5		3		9		4		10		8		14		15

										N=		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[352]		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4.0		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4												全体::		全体		352		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4		-		-		-		-		18.5														男性18～39歳		27		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4										18.5

		10						男性40～50代		[57]		33.3		14.0		19.3		22.8		7.0		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3		-		-		31.6														男性40～50代		57		33.3		14		19.3		22.8		7		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3						31.6

		11						男性60代以上		[109]		29.4		33.0		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22.0														男性60代以上		109		29.4		33		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6		-		-		5.6		16.7		5.6		-		22.2														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6						5.6		16.7		5.6				22.2

		13						女性40～50代		[54]		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9		-		-		-		-		-		22.2														女性40～50代		54		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9												22.2

		14						女性60代以上		[87]		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8.0		2.3		4.6		6.9		-		2.3		-		18.4														女性60代以上		87		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8		2.3		4.6		6.9				2.3				18.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		27.6		21.9		20.0		22.9		16.2		12.4		20.0		8.6		8.6		4.8		1.0		5.7		1.9		-		23.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		27.6		21.9		20		22.9		16.2		12.4		20		8.6		8.6		4.8		1		5.7		1.9				23.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		32.5		27.5		30.0		22.5		30.0		2.5		7.5		5.0		5.0		2.5		-		5.0		-		-		27.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		32.5		27.5		30		22.5		30		2.5		7.5		5		5		2.5				5						27.5

		10						自営業・自由業		[40]		40.0		37.5		30.0		25.0		17.5		25.0		10.0		5.0		5.0		5.0		10.0		-		2.5		-		15.0														自営業・自由業		40		40		37.5		30		25		17.5		25		10		5		5		5		10				2.5				15

		11						専業主婦・主夫		[74]		29.7		25.7		31.1		23.0		23.0		13.5		8.1		6.8		-		4.1		4.1		1.4		1.4		-		18.9														専業主婦・主夫		74		29.7		25.7		31.1		23		23		13.5		8.1		6.8				4.1		4.1		1.4		1.4				18.9

		12						無職		[88]		26.1		31.8		31.8		33.0		27.3		17.0		12.5		2.3		1.1		1.1		3.4		1.1		1.1		1.1		25.0														無職		88		26.1		31.8		31.8		33		27.3		17		12.5		2.3		1.1		1.1		3.4		1.1		1.1		1.1		25

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		36.2		37.2		42.6		34.0		35.1		14.9		20.2		6.4		6.4		2.1		4.3		5.3		3.2		-		10.6														消費者被害経験者		94		36.2		37.2		42.6		34		35.1		14.9		20.2		6.4		6.4		2.1		4.3		5.3		3.2				10.6

		16						消費者被害非経験者		[258]		27.5		24.8		21.7		22.9		17.8		14.7		10.5		5.4		3.1		4.3		2.7		1.9		0.8		0.4		26.7														消費者被害非経験者		258		27.5		24.8		21.7		22.9		17.8		14.7		10.5		5.4		3.1		4.3		2.7		1.9		0.8		0.4		26.7



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

弁護士などの専門家集団の集まりである	困ったときに気軽に相談ができる	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	消費者庁が広報している団体である	個々の消費者に還元される活動をしている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	消費者問題を勉強したい人のサークルである	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	29.8	28.1	27.3	25.9	22.4	14.8	13.1	5.7	4	3.7	3.1	2.8	1.4	0.3	22.4	



（単位：％）
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【機密性○情報】○○限り		





-





性別

		性・年齢 セイ ネンレイ								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		1.0







		25.5						N=																						男性		女性

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		52.7		47.3

						【年齢別】18～29歳		[65]																		【年齢別】18～29歳		65		53.8		46.2

						30代		[119]																		30代		119		58.8		41.2

						40代		[163]																		40代		163		53.4		46.6

						50代		[206]																		50代		206		49.5		50.5

						60代		[233]																		60代		233		46.8		53.2

						70代以上		[214]																		70代以上		214		57.9		42.1

		24.75







男性	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	52.7	53.8	58.8	53.4	49.5	46.8	57.9	女性	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	47.3	46.2	41.2	46.6	50.5	53.2	42.1	







年齢

		性・年齢 セイ ネンレイ								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0







		25.5						N=																						18～29歳		30代		40代		50代		60代		70代以上

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		6.5		11.9		16.3		20.6		23.3		21.4

						【性別】男性		[527]																21		【性別】男性		527		6.6		13.3		16.5		19.4		20.7		23.5

						　　　　女性		[473]																22		　　　　女性		473		6.3		10.4		16.1		22.0		26.2		19.0







18～29歳	

6.5	6.6	6.3	30代	

11.9	13.3	10.4	40代	

16.3	16.5	16.100000000000001	50代	

20.6	19.399999999999999	22	60代	

23.3	20.7	26.2	70代以上	

21.4	23.5	19	







性・年齢

		性・年齢 セイ ネンレイ								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0







		25.5						N=																						男性18～39歳		男性40～50代		男性60代以上		女性18～39歳		女性40～50代		女性60代以上

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		10.5		18.9		23.3		7.9		18.0		21.4

						【性別】男性		[527]																21		【性別】男性		527		19.9		35.9		44.2

						　　　　女性		[473]																22		　　　　女性		473								16.7		38.1		45.2







男性18～39歳	

10.5	19.899999999999999	男性40～50代	

18.899999999999999	35.9	男性60代以上	

23.3	44.2	女性18～39歳	

7.9	16.7	女性40～50代	

18	38.1	女性60代以上	

21.4	45.2	







居住地



						居住地 キョジュウチ



										N=		北海道・東北		関東
（東京除く）		東京都		中部		近畿		中国・四国		九州・沖縄																		N		北海道・東北		関東
（東京除く）		東京都		中部		近畿		中国・四国		九州・沖縄

						全体				[1000]		8.8		25.8		15.1		15.6		20.7		6.5		7.5												全体::		全体				1000		8.8		25.8		15.1		15.6		20.7		6.5		7.5

						性別		男性		[527]		8.7		27.5		13.1		16.5		21.8		6.6		5.7														男性				527		8.7		27.5		13.1		16.5		21.8		6.6		5.7

								女性		[473]		8.9		23.9		17.3		14.6		19.5		6.3		9.5														女性				473		8.9		23.9		17.3		14.6		19.5		6.3		9.5

						年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		10.8		36.9		12.3		13.8		16.9		4.6		4.6														18～29歳				65		10.8		36.9		12.3		13.8		16.9		4.6		4.6

								30代		[119]		10.1		30.3		10.9		20.2		16.8		2.5		9.2														30代				119		10.1		30.3		10.9		20.2		16.8		2.5		9.2

								40代		[163]		14.1		22.7		14.7		13.5		21.5		6.1		7.4														40代				163		14.1		22.7		14.7		13.5		21.5		6.1		7.4

								50代		[206]		7.3		18.9		17.5		18.0		22.3		5.3		10.7														50代				206		7.3		18.9		17.5		18		22.3		5.3		10.7

								60代		[233]		7.3		26.2		17.6		13.7		18.5		8.2		8.6														60代				233		7.3		26.2		17.6		13.7		18.5		8.2		8.6

								70代以上		[214]		6.5		28.5		13.6		15.0		24.3		8.9		3.3														70代以上				214		6.5		28.5		13.6		15		24.3		8.9		3.3











全体	

北海道・東北	関東	
（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	8.8000000000000007	25.8	15.1	15.6	20.7	6.5	7.5	



（単位：％）



職業



						Q42.職業(SA) ショクギョウ

																※正規職員・非正規職員を問わない



										N=		会社・団体の経営者・役員		会社員・団体職員（※フルタイム勤務の方）		公務員（※フルタイム勤務の方）		パート・アルバイト・非常勤等（※短日・短時間勤務の方）		自営業・自由業		専業主婦・主夫		学生		無職		その他																		N		会社・団体の経営者・役員		会社員・団体職員（※フルタイム勤務の方）		公務員（※フルタイム勤務の方）		パート・アルバイト・非常勤等（※短日・短時間勤務の方）		自営業・自由業		専業主婦・主夫		学生		無職		その他

						全体				[1000]		2.4		26.1		2.7		14.6		8.9		20.1		1.2		23.6		0.4												全体::		全体				1000		2.4		26.1		2.7		14.6		8.9		20.1		1.2		23.6		0.4

						性別		男性		[527]		4.2		34.0		4.2		10.1		10.8		0.9		1.5		33.6		0.8														男性				527		4.2		34		4.2		10.1		10.8		0.9		1.5		33.6		0.8

								女性		[473]		0.4		17.3		1.1		19.7		6.8		41.4		0.8		12.5		-														女性				473		0.4		17.3		1.1		19.7		6.8		41.4		0.8		12.5

						年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		-		47.7		3.1		9.2		-		9.2		16.9		9.2		4.6														18～29歳				65				47.7		3.1		9.2				9.2		16.9		9.2		4.6

								30代		[119]		3.4		37.8		4.2		15.1		5.0		15.1		0.8		18.5		-														30代				119		3.4		37.8		4.2		15.1		5		15.1		0.8		18.5

								40代		[163]		1.8		38.0		4.9		20.9		11.0		12.3		-		11.0		-														40代				163		1.8		38		4.9		20.9		11		12.3				11

								50代		[206]		2.4		37.4		3.9		14.1		11.2		19.4		-		11.7		-														50代				206		2.4		37.4		3.9		14.1		11.2		19.4				11.7

								60代		[233]		4.7		16.7		1.3		18.9		9.9		24.5		-		24.0		-														60代				233		4.7		16.7		1.3		18.9		9.9		24.5				24

								70代以上		[214]		0.5		3.3		0.5		7.0		8.9		28.0		-		51.4		0.5														70代以上				214		0.5		3.3		0.5		7		8.9		28				51.4		0.5

						居住地域別		北海道・東北		[88]		1.1		28.4		5.7		13.6		10.2		19.3		1.1		20.5		-														北海道・東北				88		1.1		28.4		5.7		13.6		10.2		19.3		1.1		20.5

								関東（東京除く）		[258]		2.3		31.8		1.6		13.2		5.8		18.2		2.7		24.4		-														関東（東京除く）				258		2.3		31.8		1.6		13.2		5.8		18.2		2.7		24.4

								東京都		[151]		4.6		25.2		4.0		11.3		10.6		23.2		0.7		19.9		0.7														東京都				151		4.6		25.2		4		11.3		10.6		23.2		0.7		19.9		0.7

								中部		[156]		1.3		27.6		2.6		12.2		9.6		23.1		0.6		22.4		0.6														中部				156		1.3		27.6		2.6		12.2		9.6		23.1		0.6		22.4		0.6

								近畿		[207]		2.4		19.8		2.9		18.4		9.7		19.8		1.0		26.1		-														近畿				207		2.4		19.8		2.9		18.4		9.7		19.8		1		26.1

								中国・四国		[65]		-		21.5		1.5		18.5		4.6		20.0		-		30.8		3.1														中国・四国				65				21.5		1.5		18.5		4.6		20				30.8		3.1

								九州・沖縄		[75]		4.0		24.0		1.3		18.7		14.7		16.0		-		21.3		-														九州・沖縄				75		4		24		1.3		18.7		14.7		16				21.3











全体	

会社・団体の経営者・役員	会社員・団体職員（※フルタイム勤務の方）	公務員（※フルタイム勤務の方）	パート・アルバイト・非常勤等（※短日・短時間勤務の方）	自営業・自由業	専業主婦・主夫	学生	無職	その他	2.4	26.1	2.7	14.6	8.9	20.100000000000001	1.2	23.6	0.4	



（単位：％）



同居

		Q43.同居者の有無(SA)								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0







		25.5						N=																						同居者あり
（家族と同居）		同居者あり（親戚・友人
・パートナーなどと同居）		同居者なし
（ひとり暮らし）

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		80.1		3.2		16.7

						【性別】　　　　　男性		[527]																		【性別】　　　　　男性		527		78.9		4.0		17.1

						女性		[473]																		女性		473		81.4		2.3		16.3

						【年齢別】18～29歳		[65]																		【年齢別】18～29歳		65		75.4		1.5		23.1

						30代		[119]																		30代		119		83.2		3.4		13.4

						40代		[163]																		40代		163		79.1		2.5		18.4

						50代		[206]																		50代		206		79.1		1.5		19.4

						60代		[233]																		60代		233		79.0		4.3		16.7

						70代以上		[214]																		70代以上		214		82.7		4.7		12.6

						【居住地域別】北海道・東北		[88]																		【居住地域別】北海道・東北		88		72.7		3.4		23.9

						関東（東京除く）		[258]																		関東（東京除く）		258		82.6		2.7		14.7

						東京都		[151]																		東京都		151		69.5		2.6		27.8

						中部		[156]																		中部		156		84.6		4.5		10.9

						近畿		[207]																		近畿		207		84.1		4.3		11.6

						中国・四国		[65]																		中国・四国		65		86.2		3.1		10.8

						九州・沖縄		[75]																		九州・沖縄		75		76.0				24.0

		24.75







同居者あり	
（家族と同居）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	80.099999999999994	78.900000000000006	81.400000000000006	75.400000000000006	83.2	79.099999999999994	79.099999999999994	79	82.7	72.7	82.6	69.5	84.6	84.1	86.2	76	同居者あり（親戚・友人	
・パートナーなどと同居）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	3.2	4	2.2999999999999998	1.5	3.4	2.5	1.5	4.3	4.7	3.4	2.7	2.6	4.5	4.3	3.1	同居者なし	
（ひとり暮らし）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	16.7	17.100000000000001	16.3	23.1	13.4	18.399999999999999	19.399999999999999	16.7	12.6	23.9	14.7	27.8	10.9	11.6	10.8	24	







世帯収入

		Q37.世帯年収(SA)								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0







		25.5						N=																						200万円
未満		200万円～
500万円未満		500万円～
700万円未満		700万円～
1,000万円未満		1,000万円～
1,500万円未満		1,500万円
以上		わからない

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		12.0		34.9		15.8		13.7		6.3		2.9		14.4

						【性別】　　　　　男性		[527]																		【性別】　　　　　男性		527		10.4		37.0		15.6		15.0		6.5		3.4		12.1

						女性		[473]																		女性		473		13.7		32.6		16.1		12.3		6.1		2.3		16.9

						【年齢別】18～29歳		[65]																		【年齢別】18～29歳		65		7.7		33.8		16.9		16.9		3.1		3.1		18.5

						30代		[119]																		30代		119		6.7		29.4		25.2		16.8		7.6		1.7		12.6

						40代		[163]																		40代		163		13.5		28.8		13.5		18.4		6.7		2.5		16.6

						50代		[206]																		50代		206		12.6		25.2		13.6		17.0		9.2		4.4		18.0

						60代		[233]																		60代		233		15.0		36.5		15.5		11.6		5.2		4.3		12.0

						70代以上		[214]																		70代以上		214		11.2		50.5		14.5		6.5		4.7		0.9		11.7

						【居住地域別】北海道・東北		[88]																		【居住地域別】北海道・東北		88		11.4		31.8		17.0		10.2		3.4		3.4		22.7

						関東（東京除く）		[258]																		関東（東京除く）		258		10.1		36.0		16.3		14.0		7.0		3.1		13.6

						東京都		[151]																		東京都		151		13.9		31.8		12.6		17.9		7.3		6.6		9.9

						中部		[156]																		中部		156		10.3		34.0		20.5		12.8		7.7		1.9		12.8

						近畿		[207]																		近畿		207		12.1		39.1		12.6		14.5		5.3		2.4		14.0

						中国・四国		[65]																		中国・四国		65		13.8		33.8		18.5		9.2		4.6				20.0

						九州・沖縄		[75]																		九州・沖縄		75		17.3		32.0		16.0		12.0		6.7				16.0

		24.75







200万円	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	12	10.4	13.7	7.7	6.7	13.5	12.6	15	11.2	11.4	10.1	13.9	10.3	12.1	13.8	17.3	200万円～	
500万円未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	34.9	37	32.6	33.799999999999997	29.4	28.8	25.2	36.5	50.5	31.8	36	31.8	34	39.1	33.799999999999997	32	500万円～	
700万円未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	15.8	15.6	16.100000000000001	16.899999999999999	25.2	13.5	13.6	15.5	14.5	17	16.3	12.6	20.5	12.6	18.5	16	700万円～	
1,000万円未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	13.7	15	12.3	16.899999999999999	16.8	18.399999999999999	17	11.6	6.5	10.199999999999999	14	17.899999999999999	12.8	14.5	9.1999999999999993	12	1,000万円～	
1,500万円未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	6.3	6.5	6.1	3.1	7.6	6.7	9.1999999999999993	5.2	4.7	3.4	7	7.3	7.7	5.3	4.5999999999999996	6.7	1,500万円	
以上	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	2.9	3.4	2.2999999999999998	3.1	1.7	2.5	4.4000000000000004	4.3	0.9	3.4	3.1	6.6	1.9	2.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	14.4	12.1	16.899999999999999	18.5	12.6	16.600000000000001	18	12	11.7	22.7	13.6	9.9	12.8	14	20	16	







ネット-平日

		Q44-1.インターネット利用度【平日】(SA)								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0







		25.5						N=																						30分未満		30分～
1 時間未満		1～2時間
未満		2～3時間
未満		3～5時間
未満		5時間
以上		ほとんど利用しない

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		3.1		10.5		24.7		24.2		16.9		18.8		1.8

						【性別】　　　　　男性		[527]																		【性別】　　　　　男性		527		2.5		9.7		24.3		24.9		17.1		19.7		1.9

						女性		[473]																		女性		473		3.8		11.4		25.2		23.5		16.7		17.8		1.7

						【年齢別】18～29歳		[65]																		【年齢別】18～29歳		65		4.6		9.2		26.2		13.8		10.8		29.2		6.2

						30代		[119]																		30代		119		3.4		7.6		21.0		26.9		12.6		26.1		2.5

						40代		[163]																		40代		163		4.3		10.4		23.9		23.9		15.3		19.6		2.5

						50代		[206]																		50代		206		4.4		14.6		27.7		19.4		15.0		17.5		1.5

						60代		[233]																		60代		233		1.7		8.6		28.8		24.0		18.0		17.6		1.3

						70代以上		[214]																		70代以上		214		1.9		10.7		19.6		30.8		22.9		13.6		0.5

						【居住地域別】北海道・東北		[88]																		【居住地域別】北海道・東北		88		5.7		8.0		27.3		26.1		19.3		13.6

						関東（東京除く）		[258]																		関東（東京除く）		258		3.9		10.9		26.7		22.1		13.2		21.7		1.6

						東京都		[151]																		東京都		151		2.0		8.6		17.9		26.5		18.5		23.8		2.6

						中部		[156]																		中部		156		1.3		10.3		26.9		28.8		19.9		12.8

						近畿		[207]																		近畿		207		3.4		14.0		23.2		21.3		17.9		15.9		4.3

						中国・四国		[65]																		中国・四国		65		3.1		9.2		30.8		27.7		10.8		18.5

						九州・沖縄		[75]																		九州・沖縄		75		2.7		8.0		22.7		20.0		20.0		25.3		1.3

		24.75







30分未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	3.1	2.5	3.8	4.5999999999999996	3.4	4.3	4.4000000000000004	1.7	1.9	5.7	3.9	2	1.3	3.4	3.1	2.7	30分～	
1 時間未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	10.5	9.6999999999999993	11.4	9.1999999999999993	7.6	10.4	14.6	8.6	10.7	8	10.9	8.6	10.3	14	9.1999999999999993	8	1～2時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	24.7	24.3	25.2	26.2	21	23.9	27.7	28.8	19.600000000000001	27.3	26.7	17.899999999999999	26.9	23.2	30.8	22.7	2～3時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	24.2	24.9	23.5	13.8	26.9	23.9	19.399999999999999	24	30.8	26.1	22.1	26.5	28.8	21.3	27.7	20	3～5時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	16.899999999999999	17.100000000000001	16.7	10.8	12.6	15.3	15	18	22.9	19.3	13.2	18.5	19.899999999999999	17.899999999999999	10.8	20	5時間	
以上	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	18.8	19.7	17.8	29.2	26.1	19.600000000000001	17.5	17.600000000000001	13.6	13.6	21.7	23.8	12.8	15.9	18.5	25.3	ほとんど利用しない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	1.8	1.9	1.7	6.2	2.5	2.5	1.5	1.3	0.5	1.6	2.6	4.3	1.3	







ネット-休日

		Q44-1.インターネット利用度【休日】(SA)								数値のQ数、“0”→“”、枠線消しは移動時に実施 スウチ スウ ワクセン ケ イドウ ジ ジッシ																				1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0







		25.5						N=																						30分未満		30分～
1 時間未満		1～2時間
未満		2～3時間
未満		3～5時間
未満		5時間
以上		ほとんど利用しない

						全　　体		[1000]																		全　　体 ゼン カラダ		1000		2.8		9.9		17.8		25.4		21.9		20.3		1.9

						【性別】　　　　　男性		[527]																		【性別】　　　　　男性		527		2.3		8.7		16.3		25.6		23.0		22.2		1.9

						女性		[473]																		女性		473		3.4		11.2		19.5		25.2		20.7		18.2		1.9

						【年齢別】18～29歳		[65]																		【年齢別】18～29歳		65		3.1		9.2		15.4		15.4		20.0		32.3		4.6

						30代		[119]																		30代		119		4.2		6.7		8.4		25.2		23.5		29.4		2.5

						40代		[163]																		40代		163		3.1		9.8		16.6		21.5		22.7		23.3		3.1

						50代		[206]																		50代		206		3.4		12.6		20.9		23.3		18.9		18.9		1.9

						60代		[233]																		60代		233		1.7		9.4		19.7		28.8		20.6		18.5		1.3

						70代以上		[214]																		70代以上		214		2.3		9.8		19.6		29.9		25.2		12.6		0.5

						【居住地域別】北海道・東北		[88]																		【居住地域別】北海道・東北		88		4.5		11.4		17.0		26.1		21.6		19.3

						関東（東京除く）		[258]																		関東（東京除く）		258		3.9		9.3		19.4		22.9		20.9		22.1		1.6

						東京都		[151]																		東京都		151		1.3		9.9		13.2		27.8		19.2		26.5		2.0

						中部		[156]																		中部		156		1.3		8.3		17.3		33.3		25.0		14.1		0.6

						近畿		[207]																		近畿		207		3.4		14.0		19.3		19.8		24.2		15.0		4.3

						中国・四国		[65]																		中国・四国		65		3.1		7.7		18.5		32.3		13.8		24.6

						九州・沖縄		[75]																		九州・沖縄		75		1.3		4.0		18.7		21.3		25.3		26.7		2.7

		24.75







30分未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	2.8	2.2999999999999998	3.4	3.1	4.2	3.1	3.4	1.7	2.2999999999999998	4.5	3.9	1.3	1.3	3.4	3.1	1.3	30分～	
1 時間未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	9.9	8.6999999999999993	11.2	9.1999999999999993	6.7	9.8000000000000007	12.6	9.4	9.8000000000000007	11.4	9.3000000000000007	9.9	8.3000000000000007	14	7.7	4	1～2時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	17.8	16.3	19.5	15.4	8.4	16.600000000000001	20.9	19.7	19.600000000000001	17	19.399999999999999	13.2	17.3	19.3	18.5	18.7	2～3時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	25.4	25.6	25.2	15.4	25.2	21.5	23.3	28.8	29.9	26.1	22.9	27.8	33.299999999999997	19.8	32.299999999999997	21.3	3～5時間	
未満	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	21.9	23	20.7	20	23.5	22.7	18.899999999999999	20.6	25.2	21.6	20.9	19.2	25	24.2	13.8	25.3	5時間	
以上	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	20.3	22.2	18.2	32.299999999999997	29.4	23.3	18.899999999999999	18.5	12.6	19.3	22.1	26.5	14.1	15	24.6	26.7	ほとんど利用しない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【居住地域別】北海道・東北	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	1.9	1.9	1.9	4.5999999999999996	2.5	3.1	1.9	1.3	0.5	1.6	2	0.6	4.3	2.7	







oQ1.

		Q1. 「消費者契約法」法の認知(SA)																																1.0		5.0

						27		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		45.0		55.0

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		51.0		49.0

						女性		[473]																				2		女性		473		38.3		61.7

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		40.0		60.0

						30代		[119]																				4		30代		119		40.3		59.7

						40代		[163]																				5		40代		163		37.4		62.6

						50代		[206]																				6		50代		206		44.2		55.8

						60代		[233]																				7		60代		233		46.4		53.6

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		54.2		45.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		44.8		55.2

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		48.7		51.3

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		55.8		44.2

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		34.2		65.8

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		33.3		66.7

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		43.9		56.1

		5.25







知っていた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	45	51	38.299999999999997	40	40.299999999999997	37.4	44.2	46.4	54.2	44.8	48.7	55.8	34.200000000000003	33.299999999999997	43.9	知らなかった	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	55	49	61.7	60	59.7	62.6	55.8	53.6	45.8	55.2	51.3	44.2	65.8	66.7	56.1	







oQ1. (2)

		Q1. 「消費者契約法」法の認知(SA)																																1.0		5.0

						45.13		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		45.0		55.0

						【居住地域】　　　北海道		[88]																				1		【居住地域】　　　北海道		88		47.7		52.3

						関東（東京除く）		[258]																				2		関東（東京除く）		258		46.9		53.1

						東京都		[151]																				3		東京都		151		44.4		55.6

						中部		[156]																				4		中部		156		46.8		53.2

						近畿		[207]																				5		近畿		207		46.9		53.1

						中国・四国		[65]																				6		中国・四国		65		41.5		58.5

						九州・沖縄		[75]																				7		九州・沖縄		75		30.7		69.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		47.4		52.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		146		39.7		60.3

						自営業・自由業		[89]																				10		自営業・自由業		89		50.6		49.4

						専業主婦・主夫		[201]																				11		専業主婦・主夫		201		40.3		59.7

						無職		[236]																				12		無職		236		45.8		54.2

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		70.2		29.8

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		23.5		76.5

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		63.6		36.4

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		40.7		59.3

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	45	47.7	46.9	44.4	46.8	46.9	41.5	30.7	47.4	39.700	000000000003	50.6	40.299999999999997	45.8	70.2	23.5	63.6	40.700000000000003	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	55	52.3	53.1	55.6	53.2	53.1	58.5	69.3	52.6	60.3	49.4	59.7	54.2	29.8	76.5	36.4	59.3	







bQ2.



						Q2. 「消費者契約法」の内容についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		消費者庁のHP		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁のパンフレット		地方自治体のパンフレット、広報紙		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		消費者庁のHP		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁のパンフレット		地方自治体のパンフレット、広報紙		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[450]		15.3		4.9		14.7		7.6		13.8		1.8		1.6		56.0		28.2		1.3		8.4		2.4		7.8		9.8		2.0												全体::		全体		450		15.3		4.9		14.7		7.6		13.8		1.8		1.6		56		28.2		1.3		8.4		2.4		7.8		9.8		2

		1				性別		男性		[269]		16.7		7.1		12.3		8.2		13.8		2.2		1.5		61.0		34.6		1.9		8.6		3.7		4.1		7.4		1.9														男性		269		16.7		7.1		12.3		8.2		13.8		2.2		1.5		61		34.6		1.9		8.6		3.7		4.1		7.4		1.9

		2						女性		[181]		13.3		1.7		18.2		6.6		13.8		1.1		1.7		48.6		18.8		0.6		8.3		0.6		13.3		13.3		2.2														女性		181		13.3		1.7		18.2		6.6		13.8		1.1		1.7		48.6		18.8		0.6		8.3		0.6		13.3		13.3		2.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[26]		11.5		-		3.8		3.8		3.8		-		11.5		11.5		30.8		-		38.5		3.8		11.5		7.7		7.7														18～29歳		26		11.5				3.8		3.8		3.8				11.5		11.5		30.8				38.5		3.8		11.5		7.7		7.7

		4						30代		[48]		31.3		14.6		10.4		10.4		8.3		6.3		-		29.2		41.7		-		20.8		2.1		8.3		10.4		-														30代		48		31.3		14.6		10.4		10.4		8.3		6.3				29.2		41.7				20.8		2.1		8.3		10.4

		5						40代		[61]		19.7		4.9		13.1		14.8		14.8		3.3		1.6		55.7		32.8		4.9		13.1		9.8		4.9		9.8		1.6														40代		61		19.7		4.9		13.1		14.8		14.8		3.3		1.6		55.7		32.8		4.9		13.1		9.8		4.9		9.8		1.6

		6						50代		[91]		13.2		5.5		8.8		3.3		4.4		1.1		1.1		54.9		28.6		-		4.4		2.2		6.6		8.8		1.1														50代		91		13.2		5.5		8.8		3.3		4.4		1.1		1.1		54.9		28.6				4.4		2.2		6.6		8.8		1.1

		7						60代		[108]		14.8		3.7		17.6		9.3		14.8		0.9		0.9		60.2		24.1		0.9		3.7		0.9		7.4		7.4		2.8														60代		108		14.8		3.7		17.6		9.3		14.8		0.9		0.9		60.2		24.1		0.9		3.7		0.9		7.4		7.4		2.8

		8						70代以上		[116]		9.5		2.6		21.6		5.2		24.1		0.9		0.9		74.1		23.3		1.7		1.7		-		9.5		12.9		1.7														70代以上		116		9.5		2.6		21.6		5.2		24.1		0.9		0.9		74.1		23.3		1.7		1.7				9.5		12.9		1.7

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[47]		31.9		14.9		8.5		12.8		8.5		6.4		2.1		23.4		46.8		-		23.4		4.3		10.6		10.6		2.1														男性18～39歳		47		31.9		14.9		8.5		12.8		8.5		6.4		2.1		23.4		46.8				23.4		4.3		10.6		10.6		2.1

		10						男性40～50代		[92]		17.4		7.6		9.8		8.7		8.7		2.2		1.1		62.0		34.8		3.3		9.8		7.6		2.2		6.5		-														男性40～50代		92		17.4		7.6		9.8		8.7		8.7		2.2		1.1		62		34.8		3.3		9.8		7.6		2.2		6.5

		11						男性60代以上		[130]		10.8		3.8		15.4		6.2		19.2		0.8		1.5		73.8		30.0		1.5		2.3		0.8		3.1		6.9		3.1														男性60代以上		130		10.8		3.8		15.4		6.2		19.2		0.8		1.5		73.8		30		1.5		2.3		0.8		3.1		6.9		3.1

		12						女性18～39歳		[27]		11.1		-		7.4		-		3.7		-		7.4		22.2		22.2		-		33.3		-		7.4		7.4		3.7														女性18～39歳		27		11.1				7.4				3.7				7.4		22.2		22.2				33.3				7.4		7.4		3.7

		13						女性40～50代		[60]		13.3		1.7		11.7		6.7		8.3		1.7		1.7		45.0		23.3		-		5.0		1.7		11.7		13.3		3.3														女性40～50代		60		13.3		1.7		11.7		6.7		8.3		1.7		1.7		45		23.3				5		1.7		11.7		13.3		3.3

		14						女性60代以上		[94]		13.8		2.1		25.5		8.5		20.2		1.1		-		58.5		14.9		1.1		3.2		-		16.0		14.9		1.1														女性60代以上		94		13.8		2.1		25.5		8.5		20.2		1.1				58.5		14.9		1.1		3.2				16		14.9		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

消費者庁のHP	適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁のパンフレット	地方自治体のパンフレット、広報紙	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	15.3	4.9000000000000004	14.7	7.6	13.8	1.8	1.6	56	28.2	1.3	8.4	2.4	7.8	9.8000000000000007	2	



（単位：％）



bQ2. (2)



						Q2. 「消費者契約法」の内容についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		消費者庁のHP		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁のパンフレット		地方自治体のパンフレット、広報紙		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		消費者庁のHP		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁のパンフレット		地方自治体のパンフレット、広報紙		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[450]		15.3		4.9		14.7		7.6		13.8		1.8		1.6		56.0		28.2		1.3		8.4		2.4		7.8		9.8		2.0												全体::		全体		450		15.3		4.9		14.7		7.6		13.8		1.8		1.6		56		28.2		1.3		8.4		2.4		7.8		9.8		2

		1				居住地域別		北海道		[42]		11.9		4.8		19.0		4.8		16.7		-		2.4		50.0		23.8		4.8		14.3		2.4		9.5		9.5		-														北海道		42		11.9		4.8		19		4.8		16.7				2.4		50		23.8		4.8		14.3		2.4		9.5		9.5

		2						関東（東京除く）		[121]		19.8		3.3		21.5		12.4		15.7		0.8		2.5		52.9		22.3		0.8		9.9		2.5		5.0		9.9		2.5														関東（東京除く）		121		19.8		3.3		21.5		12.4		15.7		0.8		2.5		52.9		22.3		0.8		9.9		2.5		5		9.9		2.5

		3						東京都		[67]		14.9		3.0		13.4		4.5		10.4		3.0		1.5		47.8		25.4		-		7.5		1.5		10.4		14.9		1.5														東京都		67		14.9		3		13.4		4.5		10.4		3		1.5		47.8		25.4				7.5		1.5		10.4		14.9		1.5

		4						中部		[73]		15.1		6.8		11.0		4.1		8.2		2.7		-		63.0		30.1		-		8.2		4.1		4.1		5.5		1.4														中部		73		15.1		6.8		11		4.1		8.2		2.7				63		30.1				8.2		4.1		4.1		5.5		1.4

		5						近畿		[97]		13.4		7.2		10.3		6.2		13.4		2.1		1.0		59.8		35.1		1.0		2.1		2.1		8.2		7.2		4.1														近畿		97		13.4		7.2		10.3		6.2		13.4		2.1		1		59.8		35.1		1		2.1		2.1		8.2		7.2		4.1

		6						中国・四国		[27]		11.1		3.7		7.4		-		18.5		-		3.7		63.0		29.6		-		14.8		-		7.4		11.1		-														中国・四国		27		11.1		3.7		7.4				18.5				3.7		63		29.6				14.8				7.4		11.1

		7						九州・沖縄		[23]		13.0		4.3		13.0		21.7		21.7		4.3		-		60.9		39.1		8.7		13.0		4.3		21.7		17.4		-														九州・沖縄		23		13		4.3		13		21.7		21.7		4.3				60.9		39.1		8.7		13		4.3		21.7		17.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[148]		21.6		11.5		12.2		12.8		11.5		4.7		1.4		46.6		34.5		1.4		11.5		5.4		6.8		10.1		3.4														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		148		21.6		11.5		12.2		12.8		11.5		4.7		1.4		46.6		34.5		1.4		11.5		5.4		6.8		10.1		3.4

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[58]		10.3		-		15.5		6.9		13.8		-		-		55.2		25.9		-		5.2		-		10.3		8.6		1.7														パート・アルバイト・非常勤等		58		10.3				15.5		6.9		13.8						55.2		25.9				5.2				10.3		8.6		1.7

		10						自営業・自由業		[45]		15.6		2.2		15.6		2.2		20.0		-		4.4		53.3		42.2		2.2		6.7		2.2		8.9		13.3		-														自営業・自由業		45		15.6		2.2		15.6		2.2		20				4.4		53.3		42.2		2.2		6.7		2.2		8.9		13.3

		11						専業主婦・主夫		[81]		13.6		2.5		25.9		8.6		17.3		1.2		-		60.5		17.3		1.2		4.9		1.2		12.3		11.1		1.2														専業主婦・主夫		81		13.6		2.5		25.9		8.6		17.3		1.2				60.5		17.3		1.2		4.9		1.2		12.3		11.1		1.2

		12						無職		[108]		10.2		1.9		10.2		1.9		12.0		-		0.9		69.4		25.0		1.9		5.6		-		4.6		7.4		1.9														無職		108		10.2		1.9		10.2		1.9		12				0.9		69.4		25		1.9		5.6				4.6		7.4		1.9

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[323]		17.6		5.9		18.0		9.0		17.3		2.5		2.2		56.7		30.7		1.5		8.7		3.1		7.4		9.3		1.9														認知者		323		17.6		5.9		18		9		17.3		2.5		2.2		56.7		30.7		1.5		8.7		3.1		7.4		9.3		1.9

		14						非認知者		[127]		9.4		2.4		6.3		3.9		4.7		-		-		54.3		22.0		0.8		7.9		0.8		8.7		11.0		2.4														非認知者		127		9.4		2.4		6.3		3.9		4.7						54.3		22		0.8		7.9		0.8		8.7		11		2.4

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[119]		22.7		9.2		19.3		9.2		16.0		3.4		1.7		57.1		31.1		1.7		10.1		5.9		10.1		10.9		1.7														消費者被害経験者		119		22.7		9.2		19.3		9.2		16		3.4		1.7		57.1		31.1		1.7		10.1		5.9		10.1		10.9		1.7

		16						消費者被害非経験者		[331]		12.7		3.3		13.0		6.9		13.0		1.2		1.5		55.6		27.2		1.2		7.9		1.2		6.9		9.4		2.1														消費者被害非経験者		331		12.7		3.3		13		6.9		13		1.2		1.5		55.6		27.2		1.2		7.9		1.2		6.9		9.4		2.1



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

消費者庁のHP	適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁のパンフレット	地方自治体のパンフレット、広報紙	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	15.3	4.9000000000000004	14.7	7.6	13.8	1.8	1.6	56	28.2	1.3	8.4	2.4	7.8	9.8000000000000007	2	



（単位：％）



oQ3.

		Q3. 弁護士や消費生活センターなどへの相談経験(SA)																																1.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																ある		ない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		6.6		93.4

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		8.2		91.8

						女性		[473]																				2		女性		473		4.9		95.1

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		4.6		95.4

						30代		[119]																				4		30代		119		9.2		90.8

						40代		[163]																				5		40代		163		6.7		93.3

						50代		[206]																				6		50代		206		7.8		92.2

						60代		[233]																				7		60代		233		6.4		93.6

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		4.7		95.3

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		10.5		89.5

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		10.1		89.9

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		5.6		94.4

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		3.8		96.2

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		4.4		95.6

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		5.6		94.4

		5.25







ある	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	6.6	8.1999999999999993	4.9000000000000004	4.5999999999999996	9.1999999999999993	6.7	7.8	6.4	4.7	10.5	10.1	5.6	3.8	4.4000000000000004	5.6	ない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	93.4	91.8	95.1	95.4	90.8	93.3	92.2	93.6	95.3	89.5	89.9	94.4	96.2	95.6	94.4	







oQ3. (2)

		Q3. 弁護士や消費生活センターなどへの相談経験(SA)																																1.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																ある		ない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		6.6		93.4

						【居住地域】　　　北海道		[88]																				1		【居住地域】　　　北海道		88		8.0		92.0

						関東（東京除く）		[258]																				2		関東（東京除く）		258		6.6		93.4

						東京都		[151]																				3		東京都		151		7.3		92.7

						中部		[156]																				4		中部		156		7.1		92.9

						近畿		[207]																				5		近畿		207		5.3		94.7

						中国・四国		[65]																				6		中国・四国		65		7.7		92.3

						九州・沖縄		[75]																				7		九州・沖縄		75		5.3		94.7

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		9.6		90.4

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		146		4.8		95.2

						自営業・自由業		[89]																				10		自営業・自由業		89		10.1		89.9

						専業主婦・主夫		[201]																				11		専業主婦・主夫		201		2.5		97.5

						無職		[236]																				12		無職		236		5.5		94.5

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		10.2		89.8

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		3.5		96.5

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		19.3		80.7

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		3.7		96.3

		5.25







ある	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	6.6	8	6.6	7.3	7.1	5.3	7.7	5.3	9.6	4.8	10.1	2.5	5.5	10.199999999999999	3.5	19.3	3.7	ない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	93.4	92	93.4	92.7	92.9	94.7	92.3	94.7	90.4	95.2	89.9	97.5	94.5	89.8	96.5	80.7	96.3	







GTQ4.

		Q4.「消費者契約法」の内容に対する正否(各SA) 																																1.0		2.0

						50.75		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																正しい		正しくない

		15.75						N=

						( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った
認識で交わした契約は取り消すことができる		[1000]																						( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った
認識で交わした契約は取り消すことができる		1000		93.6		6.4

						( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、
仕方なく交わした契約は取り消すことができる		[1000]																				1		( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、
仕方なく交わした契約は取り消すことができる		1000		83.9		16.1

						( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った
認識で交わした契約は取り消すことができる		[1000]																				2		( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った
認識で交わした契約は取り消すことができる		1000		90.9		9.1

						( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、
仕方なく交わした契約は取り消すことができる		[1000]																				3		( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、
仕方なく交わした契約は取り消すことができる		1000		83.7		16.3

						( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという
条項は、無効となる場合がある		[1000]																				5		( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという
条項は、無効となる場合がある		1000		83.0		17.0

						( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという
条項は、無効となる場合がある		[1000]																				6		( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという
条項は、無効となる場合がある		1000		80.7		19.3

		5.25







正しい	

( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った	
認識で交わした契約は取り消すことができる	( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、	
仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った	
認識で交わした契約は取り消すことができる	( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、	
仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという	
条項は、無効となる場合がある	( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという	
条項は、無効となる場合がある	93.6	83.9	90.9	83.7	83	80.7	正しくない	

( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った	
認識で交わした契約は取り消すことができる	( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、	
仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った	
認識で交わした契約は取り消すことができる	( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰し	てくれず、	
仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという	
条項は、無効となる場合がある	( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという	
条項は、無効となる場合がある	6.4	16.100000000000001	9.1	16.3	17	19.3	







bQ4.



						Q4.「消費者契約法」の内容に対する正否(各SA) 

												<誤答>の回答率 ゴトウ カイトウリツ

																																								1		2		3		4		5		6

										N=		( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある		( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある																N		( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある		( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある

						全体				[1000]		6.4		16.1		90.9		16.3		17.0		19.3												全体::		全体		1000		6.4		16.1		90.9		16.3		17		19.3

		1				性別		男性		[527]		7.2		16.1		89.9		15.0		17.6		18.4														男性		527		7.2		16.1		89.9		15		17.6		18.4

		2						女性		[473]		5.5		16.1		92.0		17.8		16.3		20.3														女性		473		5.5		16.1		92		17.8		16.3		20.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		15.4		24.6		84.6		30.8		26.2		30.8														18～29歳		65		15.4		24.6		84.6		30.8		26.2		30.8

		4						30代		[119]		15.1		21.0		83.2		20.2		14.3		17.6														30代		119		15.1		21		83.2		20.2		14.3		17.6

		5						40代		[163]		6.7		16.6		87.7		14.1		16.6		20.2														40代		163		6.7		16.6		87.7		14.1		16.6		20.2

		6						50代		[206]		5.8		12.1		91.3		16.5		17.0		18.0														50代		206		5.8		12.1		91.3		16.5		17		18

		7						60代		[233]		3.0		14.2		93.6		15.0		14.6		18.5														60代		233		3		14.2		93.6		15		14.6		18.5

		8						70代以上		[214]		2.8		16.4		96.3		12.6		18.7		18.2														70代以上		214		2.8		16.4		96.3		12.6		18.7		18.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		16.2		20.0		82.9		23.8		21.0		23.8														男性18～39歳		105		16.2		20		82.9		23.8		21		23.8

		10						男性40～50代		[189]		7.9		15.3		88.4		14.3		16.4		16.9														男性40～50代		189		7.9		15.3		88.4		14.3		16.4		16.9

		11						男性60代以上		[233]		2.6		15.0		94.4		11.6		17.2		17.2														男性60代以上		233		2.6		15		94.4		11.6		17.2		17.2

		12						女性18～39歳		[79]		13.9		25.3		84.8		24.1		15.2		20.3														女性18～39歳		79		13.9		25.3		84.8		24.1		15.2		20.3

		13						女性40～50代		[180]		4.4		12.8		91.1		16.7		17.2		21.1														女性40～50代		180		4.4		12.8		91.1		16.7		17.2		21.1

		14						女性60代以上		[214]		3.3		15.4		95.3		16.4		15.9		19.6														女性60代以上		214		3.3		15.4		95.3		16.4		15.9		19.6



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる	( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる	( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある	( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある	6.4	16.100000000000001	90.9	16.3	17	19.3	



（単位：％）



bQ4. (2)



						Q4.「消費者契約法」の内容に対する正否(各SA) 

												<誤答>の回答率 ゴトウ カイトウリツ

																																								1		2		3		4		5		6

										N=		( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある		( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある																N		( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる		( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる		( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある		( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある

						全体				[1000]		6.4		16.1		90.9		16.3		17.0		19.3												全体::		全体		1000		6.4		16.1		90.9		16.3		17		19.3

		1				居住地域別		北海道		[88]		8.0		17.0		92.0		18.2		20.5		18.2														北海道		88		8		17		92		18.2		20.5		18.2

		2						関東（東京除く）		[258]		7.4		19.8		90.7		17.4		19.0		20.2														関東（東京除く）		258		7.4		19.8		90.7		17.4		19		20.2

		3						東京都		[151]		9.3		17.2		90.7		18.5		14.6		16.6														東京都		151		9.3		17.2		90.7		18.5		14.6		16.6

		4						中部		[156]		4.5		13.5		91.0		10.9		15.4		21.2														中部		156		4.5		13.5		91		10.9		15.4		21.2

		5						近畿		[207]		5.8		13.0		92.8		15.5		16.9		20.3														近畿		207		5.8		13		92.8		15.5		16.9		20.3

		6						中国・四国		[65]		1.5		12.3		89.2		16.9		20.0		20.0														中国・四国		65		1.5		12.3		89.2		16.9		20		20

		7						九州・沖縄		[75]		5.3		17.3		86.7		18.7		12.0		16.0														九州・沖縄		75		5.3		17.3		86.7		18.7		12		16

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		11.2		18.3		85.6		19.2		16.7		18.6														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		11.2		18.3		85.6		19.2		16.7		18.6

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		4.8		15.1		91.8		18.5		15.1		17.1														パート・アルバイト・非常勤等		146		4.8		15.1		91.8		18.5		15.1		17.1

		10						自営業・自由業		[89]		3.4		15.7		93.3		19.1		15.7		18.0														自営業・自由業		89		3.4		15.7		93.3		19.1		15.7		18

		11						専業主婦・主夫		[201]		4.0		16.4		93.5		14.9		17.9		19.4														専業主婦・主夫		201		4		16.4		93.5		14.9		17.9		19.4

		12						無職		[236]		3.8		14.8		94.1		11.4		17.8		21.6														無職		236		3.8		14.8		94.1		11.4		17.8		21.6

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[460]		2.8		13.0		95.0		12.2		13.7		15.0														認知者		460		2.8		13		95		12.2		13.7		15

		14						非認知者		[540]		9.4		18.7		87.4		19.8		19.8		23.0														非認知者		540		9.4		18.7		87.4		19.8		19.8		23

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		1.6		13.9		92.5		13.4		13.4		17.1														消費者被害経験者		187		1.6		13.9		92.5		13.4		13.4		17.1

		16						消費者被害非経験者		[813]		7.5		16.6		90.5		17.0		17.8		19.8														消費者被害非経験者		813		7.5		16.6		90.5		17		17.8		19.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 事業者から事実と異なることを告げられて、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる	( イ) 「帰ってほしい」と伝えても事業者が帰らず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( ウ) 事業者から不利な情報を故意に告げられず、誤った認識で交わした契約は取り消すことができる	( エ) 販売店などから「帰りたい」と伝えても帰してくれず、仕方なく交わした契約は取り消すことができる	( オ) 消費者はどんな理由でもキャンセルできないという条項は、無効となる場合がある	( カ) いかなる場合でも事業者は責任を負わないという条項は、無効となる場合がある	6.4	16.100000000000001	90.9	16.3	17	19.3	



（単位：％）



GTQ5.

		Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 																																1.0		2.0

						33.25		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っている		知らなかった

		15.75						N=

						(ア) 適格消費者団体		[1000]																						(ア) 適格消費者団体		1000		37.8		62.2

						(イ) 特定適格消費者団体		[1000]																				1		(イ) 特定適格消費者団体		1000		35.2		64.8

						(ウ) 消費者団体訴訟制度		[1000]																				6		(ウ) 消費者団体訴訟制度		1000		37.2		62.8

		5.25







知っている	

(ア) 適格消費者団体	(イ) 特定適格消費者団体	(ウ) 消費者団体訴訟制度	37.799999999999997	35.200000000000003	37.200000000000003	知らなかった	

(ア) 適格消費者団体	(イ) 特定適格消費者団体	(ウ) 消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	







bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ6.



						Q6. 認知している適格消費者団体(MA)

																																																																								3		1		2		4		6		7		8		9		19		11		10		15		16		18		21		5		12		13		20		17		14		22

										N=		全国消費生活相談員協会（東京都中央区）		消費者機構日本（東京都千代田区）		消費者支援機構関西（大阪府大阪市）		京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）		ひょうご消費者ネット（兵庫県）		埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）		消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）		消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）		消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）		消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）		大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）		消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）		消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）		えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）		とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）		消費者ネット広島（広島県広島市）		消費者支援ネットくまもと（熊本県熊本市）		消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）		消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）		消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）		佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）		特定の団体名までは知らない																N		全国消費生活相談員協会（東京都中央区）		消費者機構日本（東京都千代田区）		消費者支援機構関西（大阪府大阪市）		京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）		ひょうご消費者ネット（兵庫県）		埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）		消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）		消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）		消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）		消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）		大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）		消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）		消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）		えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）		とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）		消費者ネット広島（広島県広島市）		消費者支援ネットくまもと（熊本県熊本市）		消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）		消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）		消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）		佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）		特定の団体名までは知らない

						全体				[378]		25.4		14.3		10.3		4.8		4.5		4.2		3.7		3.7		3.7		2.9		2.6		2.4		2.4		2.4		2.4		2.1		2.1		2.1		2.1		1.9		1.6		59.5												全体::		全体		378		25.4		14.3		10.3		4.8		4.5		4.2		3.7		3.7		3.7		2.9		2.6		2.4		2.4		2.4		2.4		2.1		2.1		2.1		2.1		1.9		1.6		59.5

		1				性別		男性		[210]		21.9		18.1		11.4		4.8		5.2		5.2		4.8		4.8		4.3		4.8		3.3		3.3		3.3		2.9		2.9		2.9		2.9		2.9		2.9		2.4		2.4		59.5														男性		210		21.9		18.1		11.4		4.8		5.2		5.2		4.8		4.8		4.3		4.8		3.3		3.3		3.3		2.9		2.9		2.9		2.9		2.9		2.9		2.4		2.4		59.5

		2						女性		[168]		29.8		9.5		8.9		4.8		3.6		3.0		2.4		2.4		3.0		0.6		1.8		1.2		1.2		1.8		1.8		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		0.6		59.5														女性		168		29.8		9.5		8.9		4.8		3.6		3		2.4		2.4		3		0.6		1.8		1.2		1.2		1.8		1.8		1.2		1.2		1.2		1.2		1.2		0.6		59.5

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		5.9		17.6		5.9		5.9		5.9		5.9		11.8		5.9		5.9		11.8		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		64.7														18～29歳		17		23.5		5.9		17.6		5.9		5.9		5.9		5.9		11.8		5.9		5.9		11.8		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		5.9		64.7

		4						30代		[35]		14.3		22.9		14.3		5.7		5.7		2.9		-		5.7		-		2.9		2.9		-		2.9		2.9		-		-		-		-		5.7		2.9		-		51.4														30代		35		14.3		22.9		14.3		5.7		5.7		2.9				5.7				2.9		2.9				2.9		2.9										5.7		2.9				51.4

		5						40代		[47]		21.3		12.8		6.4		-		2.1		6.4		4.3		4.3		4.3		4.3		-		2.1		-		-		2.1		-		-		2.1		-		-		-		48.9														40代		47		21.3		12.8		6.4				2.1		6.4		4.3		4.3		4.3		4.3				2.1						2.1						2.1								48.9

		6						50代		[75]		21.3		9.3		8.0		5.3		4.0		2.7		1.3		2.7		1.3		1.3		1.3		2.7		1.3		1.3		2.7		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		72.0														50代		75		21.3		9.3		8		5.3		4		2.7		1.3		2.7		1.3		1.3		1.3		2.7		1.3		1.3		2.7		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3		72

		7						60代		[105]		27.6		16.2		6.7		4.8		4.8		3.8		4.8		2.9		3.8		1.9		2.9		2.9		1.9		1.9		1.9		3.8		2.9		1.9		1.9		1.9		1.9		63.8														60代		105		27.6		16.2		6.7		4.8		4.8		3.8		4.8		2.9		3.8		1.9		2.9		2.9		1.9		1.9		1.9		3.8		2.9		1.9		1.9		1.9		1.9		63.8

		8						70代以上		[99]		32.3		15.2		15.2		6.1		5.1		5.1		5.1		3.0		6.1		4.0		3.0		2.0		4.0		4.0		3.0		2.0		3.0		3.0		2.0		2.0		2.0		52.5														70代以上		99		32.3		15.2		15.2		6.1		5.1		5.1		5.1		3		6.1		4		3		2		4		4		3		2		3		3		2		2		2		52.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		19.4		25.8		22.6		9.7		6.5		6.5		3.2		12.9		3.2		6.5		6.5		3.2		6.5		6.5		3.2		3.2		3.2		3.2		6.5		3.2		3.2		45.2														男性18～39歳		31		19.4		25.8		22.6		9.7		6.5		6.5		3.2		12.9		3.2		6.5		6.5		3.2		6.5		6.5		3.2		3.2		3.2		3.2		6.5		3.2		3.2		45.2

		10						男性40～50代		[65]		20.0		12.3		4.6		1.5		3.1		3.1		3.1		1.5		1.5		3.1		-		3.1		-		-		1.5		-		-		1.5		-		-		-		58.5														男性40～50代		65		20		12.3		4.6		1.5		3.1		3.1		3.1		1.5		1.5		3.1				3.1						1.5						1.5								58.5

		11						男性60代以上		[114]		23.7		19.3		12.3		5.3		6.1		6.1		6.1		4.4		6.1		5.3		4.4		3.5		4.4		3.5		3.5		4.4		4.4		3.5		3.5		3.5		3.5		64.0														男性60代以上		114		23.7		19.3		12.3		5.3		6.1		6.1		6.1		4.4		6.1		5.3		4.4		3.5		4.4		3.5		3.5		4.4		4.4		3.5		3.5		3.5		3.5		64

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		4.8		4.8		-		4.8		-		-		-		-		-		4.8		-		-		-		-		-		-		-		4.8		4.8		-		71.4														女性18～39歳		21		14.3		4.8		4.8				4.8												4.8																4.8		4.8				71.4

		13						女性40～50代		[57]		22.8		8.8		10.5		5.3		3.5		5.3		1.8		5.3		3.5		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		3.5		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		68.4														女性40～50代		57		22.8		8.8		10.5		5.3		3.5		5.3		1.8		5.3		3.5		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		3.5		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		1.8		68.4

		14						女性60代以上		[90]		37.8		11.1		8.9		5.6		3.3		2.2		3.3		1.1		3.3		-		1.1		1.1		1.1		2.2		1.1		1.1		1.1		1.1		-		-		-		51.1														女性60代以上		90		37.8		11.1		8.9		5.6		3.3		2.2		3.3		1.1		3.3				1.1		1.1		1.1		2.2		1.1		1.1		1.1		1.1								51.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

全国消費生活相談員協会（東京都中央区）	消費者機構日本（東京都千代田区）	消費者支援機構関西（大阪府大阪市）	京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）	ひょうご消費者ネット（兵庫県）	埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）	消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）	消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）	消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）	消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）	大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）	消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）	消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）	えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）	とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）	消費者ネット広島（広島県広島市）	消費者支援ネット	くまもと（熊本県熊本市）	消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）	消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）	消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）	佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）	特定の団体名までは知らない	25.4	14.3	10.3	4.8	4.5	4.2	3.7	3.7	3.7	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.6	59.5	



（単位：％）



bQ6. (2)



						Q6. 認知している適格消費者団体(MA)

																																																																								3		1		2		4		6		7		8		9		19		11		10		15		16		18		21		5		12		13		20		17		14		22

										N=		全国消費生活相談員協会（東京都中央区）		消費者機構日本（東京都千代田区）		消費者支援機構関西（大阪府大阪市）		京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）		ひょうご消費者ネット（兵庫県）		埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）		消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）		消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）		消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）		消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）		大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）		消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）		消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）		えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）		とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）		消費者ネット広島（広島県広島市）		消費者支援ネットくまもと（熊本県熊本市）		消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）		消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）		消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）		佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）		特定の団体名までは知らない																N		全国消費生活相談員協会（東京都中央区）		消費者機構日本（東京都千代田区）		消費者支援機構関西（大阪府大阪市）		京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）		ひょうご消費者ネット（兵庫県）		埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）		消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）		消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）		消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）		消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）		大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）		消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）		消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）		えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）		とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）		消費者ネット広島（広島県広島市）		消費者支援ネットくまもと（熊本県熊本市）		消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）		消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）		消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）		佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）		特定の団体名までは知らない

						全体				[378]		25.4		14.3		10.3		4.8		4.5		4.2		3.7		3.7		3.7		2.9		2.6		2.4		2.4		2.4		2.4		2.1		2.1		2.1		2.1		1.9		1.6		59.5												全体::		全体		378		25.4		14.3		10.3		4.8		4.5		4.2		3.7		3.7		3.7		2.9		2.6		2.4		2.4		2.4		2.4		2.1		2.1		2.1		2.1		1.9		1.6		59.5

		1				居住地域別		北海道		[35]		25.7		11.4		5.7		2.9		-		-		20.0		2.9		-		2.9		-		2.9		-		-		-		-		2.9		-		-		-		-		60.0														北海道		35		25.7		11.4		5.7		2.9						20		2.9				2.9				2.9										2.9										60

		2						関東（東京除く）		[101]		30.7		17.8		8.9		4.0		3.0		8.9		3.0		4.0		9.9		4.0		3.0		3.0		3.0		2.0		5.0		3.0		3.0		2.0		4.0		3.0		2.0		57.4														関東（東京除く）		101		30.7		17.8		8.9		4		3		8.9		3		4		9.9		4		3		3		3		2		5		3		3		2		4		3		2		57.4

		3						東京都		[62]		37.1		21.0		3.2		3.2		1.6		4.8		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		56.5														東京都		62		37.1		21		3.2		3.2		1.6		4.8		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		56.5

		4						中部		[61]		16.4		11.5		4.9		1.6		3.3		1.6		1.6		9.8		1.6		1.6		3.3		3.3		3.3		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		68.9														中部		61		16.4		11.5		4.9		1.6		3.3		1.6		1.6		9.8		1.6		1.6		3.3		3.3		3.3		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		1.6		68.9

		5						近畿		[70]		21.4		10.0		27.1		8.6		12.9		-		-		-		-		-		-		-		-		1.4		-		-		-		1.4		-		-		-		51.4														近畿		70		21.4		10		27.1		8.6		12.9																		1.4								1.4								51.4

		6						中国・四国		[24]		16.7		8.3		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		8.3		4.2		4.2		4.2		8.3		4.2		4.2		4.2		70.8														中国・四国		24		16.7		8.3		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		4.2		8.3		4.2		4.2		4.2		8.3		4.2		4.2		4.2		70.8

		7						九州・沖縄		[25]		16.0		12.0		12.0		12.0		4.0		8.0		4.0		4.0		4.0		12.0		12.0		4.0		8.0		8.0		4.0		8.0		4.0		4.0		4.0		4.0		4.0		64.0														九州・沖縄		25		16		12		12		12		4		8		4		4		4		12		12		4		8		8		4		8		4		4		4		4		4		64

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.0		16.0		12.0		4.8		4.0		4.0		1.6		3.2		2.4		3.2		2.4		2.4		1.6		1.6		1.6		2.4		0.8		1.6		1.6		1.6		0.8		54.4														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24		16		12		4.8		4		4		1.6		3.2		2.4		3.2		2.4		2.4		1.6		1.6		1.6		2.4		0.8		1.6		1.6		1.6		0.8		54.4

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		23.3		16.3		2.3		2.3		2.3		4.7		2.3		2.3		2.3		-		-		-		-		-		2.3		-		-		-		-		-		-		62.8														パート・アルバイト・非常勤等		43		23.3		16.3		2.3		2.3		2.3		4.7		2.3		2.3		2.3												2.3														62.8

		10						自営業・自由業		[43]		32.6		16.3		9.3		7.0		7.0		2.3		7.0		4.7		2.3		2.3		4.7		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		58.1														自営業・自由業		43		32.6		16.3		9.3		7		7		2.3		7		4.7		2.3		2.3		4.7		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		2.3		58.1

		11						専業主婦・主夫		[71]		31.0		9.9		11.3		4.2		4.2		2.8		2.8		4.2		5.6		1.4		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		1.4		2.8		2.8		1.4		1.4		1.4		57.7														専業主婦・主夫		71		31		9.9		11.3		4.2		4.2		2.8		2.8		4.2		5.6		1.4		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		1.4		2.8		2.8		1.4		1.4		1.4		57.7

		12						無職		[91]		18.7		13.2		11.0		4.4		4.4		5.5		5.5		2.2		4.4		4.4		2.2		2.2		3.3		3.3		2.2		2.2		3.3		2.2		2.2		2.2		2.2		68.1														無職		91		18.7		13.2		11		4.4		4.4		5.5		5.5		2.2		4.4		4.4		2.2		2.2		3.3		3.3		2.2		2.2		3.3		2.2		2.2		2.2		2.2		68.1

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		34.3		23.5		14.7		8.8		5.9		8.8		7.8		6.9		7.8		5.9		4.9		5.9		3.9		4.9		4.9		4.9		3.9		3.9		4.9		3.9		2.9		46.1														消費者被害経験者		102		34.3		23.5		14.7		8.8		5.9		8.8		7.8		6.9		7.8		5.9		4.9		5.9		3.9		4.9		4.9		4.9		3.9		3.9		4.9		3.9		2.9		46.1

		14						消費者被害非経験者		[276]		22.1		10.9		8.7		3.3		4.0		2.5		2.2		2.5		2.2		1.8		1.8		1.1		1.8		1.4		1.4		1.1		1.4		1.4		1.1		1.1		1.1		64.5														消費者被害非経験者		276		22.1		10.9		8.7		3.3		4		2.5		2.2		2.5		2.2		1.8		1.8		1.1		1.8		1.4		1.4		1.1		1.4		1.4		1.1		1.1		1.1		64.5



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

全国消費生活相談員協会（東京都中央区）	消費者機構日本（東京都千代田区）	消費者支援機構関西（大阪府大阪市）	京都消費者契約ネットワーク（京都府京都市）	ひょうご消費者ネット（兵庫県）	埼玉消費者被害をなくす会（埼玉県さいたま市）	消費者支援ネット北海道（北海道札幌市）	消費者被害防止ネットワーク東海（愛知県名古屋市）	消費者支援かながわ（神奈川県横浜市）	消費者支援機構福岡（福岡県福岡市）	大分県消費者問題ネットワーク（大分県大分市）	消費者市民ネットとうほく（宮城県仙台市）	消費者支援ネットワークいしかわ（石川県金沢市）	えひめ消費者ネット（愛媛県松山市）	とちぎ消費者リンク（栃木県宇都宮市）	消費者ネット広島（広島県広島市）	消費者支援ネッ	トくまもと（熊本県熊本市）	消費者ネットおかやま（岡山県岡山市）	消費者市民サポートちば（千葉県千葉市）	消費者支援群馬ひまわりの会（群馬県桐生市）	佐賀消費者フォーラム（佐賀県佐賀市）	特定の団体名までは知らない	25.4	14.3	10.3	4.8	4.5	4.2	3.7	3.7	3.7	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.6	59.5	



（単位：％）



bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				居住地域別		北海道		[35]		37.1		28.6		25.7		28.6		22.9		8.6		14.3		8.6		5.7		-		2.9		5.7		-		-		14.3														北海道		35		37.1		28.6		25.7		28.6		22.9		8.6		14.3		8.6		5.7				2.9		5.7						14.3

		2						関東（東京除く）		[101]		37.6		29.7		24.8		27.7		25.7		22.8		12.9		5.9		2.0		5.9		-		2.0		1.0		-		18.8														関東（東京除く）		101		37.6		29.7		24.8		27.7		25.7		22.8		12.9		5.9		2		5.9				2		1				18.8

		3						東京都		[62]		33.9		21.0		17.7		25.8		24.2		24.2		19.4		3.2		4.8		8.1		1.6		1.6		-		-		17.7														東京都		62		33.9		21		17.7		25.8		24.2		24.2		19.4		3.2		4.8		8.1		1.6		1.6						17.7

		4						中部		[61]		23.0		32.8		24.6		18.0		21.3		13.1		11.5		1.6		8.2		1.6		3.3		1.6		-		1.6		23.0														中部		61		23		32.8		24.6		18		21.3		13.1		11.5		1.6		8.2		1.6		3.3		1.6				1.6		23

		5						近畿		[70]		31.4		34.3		38.6		20.0		18.6		10.0		11.4		4.3		4.3		4.3		7.1		-		1.4		-		17.1														近畿		70		31.4		34.3		38.6		20		18.6		10		11.4		4.3		4.3		4.3		7.1				1.4				17.1

		6						中国・四国		[24]		25.0		12.5		25.0		8.3		25.0		16.7		16.7		-		8.3		4.2		4.2		4.2		-		-		29.2														中国・四国		24		25		12.5		25		8.3		25		16.7		16.7				8.3		4.2		4.2		4.2						29.2

		7						九州・沖縄		[25]		20.0		24.0		16.0		16.0		12.0		20.0		8.0		16.0		4.0		-		8.0		8.0		8.0		-		36.0														九州・沖縄		25		20		24		16		16		12		20		8		16		4				8		8		8				36

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【居住地域】　　　北海道		[35]												68.6		2.9						1		【居住地域】　　　北海道		35		14.3		54.3		28.6		2.9				68.6		2.9

						関東（東京除く）		[101]												64.4		3.0						2		関東（東京除く）		101		29.7		34.7		32.7		2.0		1.0		64.4		3.0

						東京都		[62]												66.1		3.2						3		東京都		62		21.0		45.2		30.6		1.6		1.6		66.1		3.2

						中部		[61]												65.6		1.6						4		中部		61		21.3		44.3		32.8		1.6				65.6		1.6

						近畿		[70]												64.3		4.3						5		近畿		70		28.6		35.7		31.4		1.4		2.9		64.3		4.3

						中国・四国		[24]												58.3		4.2						6		中国・四国		24		16.7		41.7		37.5		4.2				58.3		4.2

						九州・沖縄		[25]												64.0		4.0						7		九州・沖縄		25		16.0		48.0		32.0		4.0				64.0		4.0

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]												72.8		1.6						8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		48.0		25.6		1.6				72.8		1.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[43]												69.8		2.3						9		パート・アルバイト・非常勤等		43		23.3		46.5		27.9		2.3				69.8		2.3

						自営業・自由業		[43]												60.5		7.0						10		自営業・自由業		43		16.3		44.2		32.6		4.7		2.3		60.5		7.0

						専業主婦・主夫		[71]												64.8		2.8						11		専業主婦・主夫		71		25.4		39.4		32.4		2.8				64.8		2.8

						無職		[91]												54.9		4.4						12		無職		91		24.2		30.8		40.7		1.1		3.3		54.9		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	14.3	29.7	21	21.3	28.6	16.7	16	24.8	23.3	16.3	25.4	24.2	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	54.3	34.700000000000003	45.2	44.3	35.700000000000003	41.7	48	48	46.5	44.2	39.4	30.8	50	38	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	28.6	32.700000000000003	30.6	32.799999999999997	31.4	37.5	32	25.6	27.9	32.6	32.4	40.700000000000003	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	2.9	2	1.6	1.6	1.4	4.2	4	1.6	2.2999999999999998	4.7	2.8	1.1000000000000001	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	1	1.6	2.9	2.2999999999999998	3.3	1.4	







bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ10.



						Q10.認知している特定適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										2		13		6		12		7		11		1		5		3		9		4		10		8		14		15

										N=		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[352]		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4.0		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4												全体::		全体		352		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4

		1				性別		男性		[193]		31.1		26.9		25.9		30.1		18.7		17.1		14.5		4.7		5.7		4.7		2.1		3.6		1.0		0.5		24.4														男性		193		31.1		26.9		25.9		30.1		18.7		17.1		14.5		4.7		5.7		4.7		2.1		3.6		1		0.5		24.4

		2						女性		[159]		28.3		29.6		28.9		20.8		27.0		11.9		11.3		6.9		1.9		2.5		4.4		1.9		1.9		-		20.1														女性		159		28.3		29.6		28.9		20.8		27		11.9		11.3		6.9		1.9		2.5		4.4		1.9		1.9				20.1

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		26.7		26.7		6.7		33.3		20.0		26.7		26.7		13.3		-		6.7		6.7		13.3		6.7		-		20.0														18～29歳		15		26.7		26.7		6.7		33.3		20		26.7		26.7		13.3				6.7		6.7		13.3		6.7				20

		4						30代		[30]		30.0		16.7		13.3		10.0		16.7		16.7		13.3		10.0		10.0		3.3		-		3.3		-		-		20.0														30代		30		30		16.7		13.3		10		16.7		16.7		13.3		10		10		3.3				3.3						20

		5						40代		[40]		30.0		25.0		25.0		25.0		20.0		15.0		17.5		5.0		2.5		7.5		2.5		5.0		-		-		20.0														40代		40		30		25		25		25		20		15		17.5		5		2.5		7.5		2.5		5						20

		6						50代		[71]		28.2		22.5		16.9		11.3		14.1		4.2		11.3		4.2		2.8		2.8		-		1.4		-		-		31.0														50代		71		28.2		22.5		16.9		11.3		14.1		4.2		11.3		4.2		2.8		2.8				1.4						31

		7						60代		[90]		33.3		28.9		33.3		32.2		28.9		16.7		13.3		5.6		6.7		3.3		3.3		2.2		3.3		-		21.1														60代		90		33.3		28.9		33.3		32.2		28.9		16.7		13.3		5.6		6.7		3.3		3.3		2.2		3.3				21.1

		8						70代以上		[106]		28.3		35.8		36.8		34.0		25.5		17.9		10.4		4.7		1.9		2.8		5.7		1.9		0.9		0.9		19.8														70代以上		106		28.3		35.8		36.8		34		25.5		17.9		10.4		4.7		1.9		2.8		5.7		1.9		0.9		0.9		19.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4		-		-		-		-		18.5														男性18～39歳		27		33.3		29.6		14.8		18.5		25.9		25.9		18.5		14.8		11.1		7.4										18.5

		10						男性40～50代		[57]		33.3		14.0		19.3		22.8		7.0		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3		-		-		31.6														男性40～50代		57		33.3		14		19.3		22.8		7		10.5		17.5		3.5		3.5		8.8		1.8		5.3						31.6

		11						男性60代以上		[109]		29.4		33.0		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22.0														男性60代以上		109		29.4		33		32.1		36.7		22.9		18.3		11.9		2.8		5.5		1.8		2.8		3.7		1.8		0.9		22

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6		-		-		5.6		16.7		5.6		-		22.2														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		16.7		5.6		11.1		16.7		5.6						5.6		16.7		5.6				22.2

		13						女性40～50代		[54]		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9		-		-		-		-		-		22.2														女性40～50代		54		24.1		33.3		20.4		9.3		25.9		5.6		9.3		5.6		1.9												22.2

		14						女性60代以上		[87]		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8.0		2.3		4.6		6.9		-		2.3		-		18.4														女性60代以上		87		32.2		32.2		39.1		28.7		32.2		16.1		11.5		8		2.3		4.6		6.9				2.3				18.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

弁護士などの専門家集団の集まりである	困ったときに気軽に相談ができる	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	消費者庁が広報している団体である	個々の消費者に還元される活動をしている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	消費者問題を勉強したい人のサークルである	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	29.8	28.1	27.3	25.9	22.4	14.8	13.1	5.7	4	3.7	3.1	2.8	1.4	0.3	22.4	



（単位：％）



bQ10. (2)



						Q10.認知している特定適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										2		13		6		12		7		11		1		5		3		9		4		10		8		14		15

										N=		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		弁護士などの専門家集団の集まりである		困ったときに気軽に相談ができる		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		消費者庁が広報している団体である		個々の消費者に還元される活動をしている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		消費者問題を勉強したい人のサークルである		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[352]		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4.0		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4												全体::		全体		352		29.8		28.1		27.3		25.9		22.4		14.8		13.1		5.7		4		3.7		3.1		2.8		1.4		0.3		22.4

		1				居住地域別		北海道		[32]		21.9		40.6		28.1		37.5		12.5		21.9		12.5		6.3		-		-		3.1		-		-		-		21.9														北海道		32		21.9		40.6		28.1		37.5		12.5		21.9		12.5		6.3						3.1								21.9

		2						関東（東京除く）		[93]		24.7		22.6		28.0		25.8		20.4		12.9		8.6		7.5		4.3		4.3		1.1		5.4		1.1		1.1		25.8														関東（東京除く）		93		24.7		22.6		28		25.8		20.4		12.9		8.6		7.5		4.3		4.3		1.1		5.4		1.1		1.1		25.8

		3						東京都		[56]		32.1		39.3		26.8		21.4		19.6		16.1		14.3		7.1		7.1		3.6		7.1		1.8		1.8		-		28.6														東京都		56		32.1		39.3		26.8		21.4		19.6		16.1		14.3		7.1		7.1		3.6		7.1		1.8		1.8				28.6

		4						中部		[53]		35.8		22.6		24.5		26.4		24.5		18.9		11.3		3.8		1.9		3.8		1.9		-		-		-		17.0														中部		53		35.8		22.6		24.5		26.4		24.5		18.9		11.3		3.8		1.9		3.8		1.9								17

		5						近畿		[72]		34.7		29.2		31.9		23.6		23.6		9.7		9.7		4.2		5.6		5.6		2.8		2.8		1.4		-		15.3														近畿		72		34.7		29.2		31.9		23.6		23.6		9.7		9.7		4.2		5.6		5.6		2.8		2.8		1.4				15.3

		6						中国・四国		[19]		26.3		26.3		26.3		31.6		21.1		21.1		36.8		-		-		-		5.3		5.3		10.5		-		26.3														中国・四国		19		26.3		26.3		26.3		31.6		21.1		21.1		36.8								5.3		5.3		10.5				26.3

		7						九州・沖縄		[27]		29.6		18.5		18.5		22.2		40.7		11.1		22.2		7.4		3.7		3.7		3.7		3.7		-		-		25.9														九州・沖縄		27		29.6		18.5		18.5		22.2		40.7		11.1		22.2		7.4		3.7		3.7		3.7		3.7						25.9

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		27.6		21.9		20.0		22.9		16.2		12.4		20.0		8.6		8.6		4.8		1.0		5.7		1.9		-		23.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		27.6		21.9		20		22.9		16.2		12.4		20		8.6		8.6		4.8		1		5.7		1.9				23.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		32.5		27.5		30.0		22.5		30.0		2.5		7.5		5.0		5.0		2.5		-		5.0		-		-		27.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		32.5		27.5		30		22.5		30		2.5		7.5		5		5		2.5				5						27.5

		10						自営業・自由業		[40]		40.0		37.5		30.0		25.0		17.5		25.0		10.0		5.0		5.0		5.0		10.0		-		2.5		-		15.0														自営業・自由業		40		40		37.5		30		25		17.5		25		10		5		5		5		10				2.5				15

		11						専業主婦・主夫		[74]		29.7		25.7		31.1		23.0		23.0		13.5		8.1		6.8		-		4.1		4.1		1.4		1.4		-		18.9														専業主婦・主夫		74		29.7		25.7		31.1		23		23		13.5		8.1		6.8				4.1		4.1		1.4		1.4				18.9

		12						無職		[88]		26.1		31.8		31.8		33.0		27.3		17.0		12.5		2.3		1.1		1.1		3.4		1.1		1.1		1.1		25.0														無職		88		26.1		31.8		31.8		33		27.3		17		12.5		2.3		1.1		1.1		3.4		1.1		1.1		1.1		25

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		36.2		37.2		42.6		34.0		35.1		14.9		20.2		6.4		6.4		2.1		4.3		5.3		3.2		-		10.6														消費者被害経験者		94		36.2		37.2		42.6		34		35.1		14.9		20.2		6.4		6.4		2.1		4.3		5.3		3.2				10.6

		16						消費者被害非経験者		[258]		27.5		24.8		21.7		22.9		17.8		14.7		10.5		5.4		3.1		4.3		2.7		1.9		0.8		0.4		26.7														消費者被害非経験者		258		27.5		24.8		21.7		22.9		17.8		14.7		10.5		5.4		3.1		4.3		2.7		1.9		0.8		0.4		26.7



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

弁護士などの専門家集団の集まりである	困ったときに気軽に相談ができる	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	消費者庁が広報している団体である	個々の消費者に還元される活動をしている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	消費者問題を勉強したい人のサークルである	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	29.8	28.1	27.3	25.9	22.4	14.8	13.1	5.7	4	3.7	3.1	2.8	1.4	0.3	22.4	



（単位：％）



oQ11.

		Q11.認知している特定適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[352]												61.9		4.8								全　　体 ゼン カラダ		352		22.4		39.5		33.2		3.7		1.1		61.9		4.8

						【性別】　　　　　男性		[193]												61.1		5.2						1		【性別】　　　　　男性		193		23.8		37.3		33.7		3.1		2.1		61.1		5.2

						女性		[159]												62.9		4.4						2		女性		159		20.8		42.1		32.7		4.4				62.9		4.4

						【年齢別】18～29歳		[15]												26.7		-						3		【年齢別】18～29歳		15		6.7		20.0		73.3						26.7		-

						30代		[30]												60.0		3.3						4		30代		30		26.7		33.3		36.7		3.3				60.0		3.3

						40代		[40]												72.5		2.5						5		40代		40		22.5		50.0		25.0		2.5				72.5		2.5

						50代		[71]												57.7		4.2						6		50代		71		18.3		39.4		38.0		2.8		1.4		57.7		4.2

						60代		[90]												71.1		5.6						7		60代		90		25.6		45.6		23.3		3.3		2.2		71.1		5.6

						70代以上		[106]												58.5		6.6						8		70代以上		106		23.6		34.9		34.9		5.7		0.9		58.5		6.6

						【性×年齢別】男性18～39歳		[27]												51.9		3.7						9		【性×年齢別】男性18～39歳		27		25.9		25.9		44.4		3.7				51.9		3.7

						男性40～50代		[57]												63.2		5.3						10		男性40～50代		57		17.5		45.6		31.6		3.5		1.8		63.2		5.3

						男性60代以上		[109]												62.4		5.5						11		男性60代以上		109		26.6		35.8		32.1		2.8		2.8		62.4		5.5

						女性18～39歳		[18]												44.4		-						12		女性18～39歳		18		11.1		33.3		55.6						44.4		-

						女性40～50代		[54]												63.0		1.9						13		女性40～50代		54		22.2		40.7		35.2		1.9				63.0		1.9

						女性60代以上		[87]												66.7		6.9						14		女性60代以上		87		21.8		44.8		26.4		6.9				66.7		6.9

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	22.4	23.8	20.8	6.7	26.7	22.5	18.3	25.6	23.6	25.9	17.5	26.6	11.1	22.2	21.8	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	39.5	37.299999999999997	42.1	20	33.299999999999997	50	39.4	45.6	34.9	25.9	45.6	35.799999999999997	33.299999999999997	40.700000000000003	44.8	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	33.200000000000003	33.700000000000003	32.700000000000003	73.3	36.700000000000003	25	38	23.3	34.9	44.4	31.6	32.1	55.6	35.200000000000003	26.4	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	3.7	3.1	4.4000000000000004	3.3	2.5	2.8	3.3	5.7	3.7	3.5	2.8	1.9	6.9	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	2.1	1.4	2.2000000000000002	0.9	1.8	2.8	







oQ11. (2)

		Q11.認知している特定適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[352]												61.9		4.8								全　　体 ゼン カラダ		352		22.4		39.5		33.2		3.7		1.1		61.9		4.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[27]												51.9		3.7						9		【性×年齢別】男性18～39歳		27		25.9		25.9		44.4		3.7				51.9		3.7

						男性40～50代		[57]												63.2		5.3						10		男性40～50代		57		17.5		45.6		31.6		3.5		1.8		63.2		5.3

						男性60代以上		[109]												62.4		5.5						11		男性60代以上		109		26.6		35.8		32.1		2.8		2.8		62.4		5.5

						女性18～39歳		[18]												44.4		-						12		女性18～39歳		18		11.1		33.3		55.6						44.4		-

						女性40～50代		[54]												63.0		1.9						13		女性40～50代		54		22.2		40.7		35.2		1.9				63.0		1.9

						女性60代以上		[87]												66.7		6.9						14		女性60代以上		87		21.8		44.8		26.4		6.9				66.7		6.9

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[94]												76.6		3.2						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		94		28.7		47.9		20.2		3.2				76.6		3.2

						消費者被害非経験者		[258]												56.6		5.4						16		消費者被害非経験者		258		20.2		36.4		38.0		3.9		1.6		56.6		5.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	22.4	25.9	17.5	26.6	11.1	22.2	21.8	28.7	20.2	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	39.5	25.9	45.6	35.799999999999997	33.299999999999997	40.700000000000003	44.8	47.9	36.4	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性	60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	33.200000000000003	44.4	31.6	32.1	55.6	35.200000000000003	26.4	20.2	38	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	3.7	3.7	3.5	2.8	1.9	6.9	3.2	3.9	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	1.8	2.8	1.6	





b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



oQ13.

		Q13.事前に不同意でも利用できるサービスの利用規約の認知(SA)																																1.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っている		知らない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		34.5		65.5

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		36.8		63.2

						女性		[473]																				2		女性		473		31.9		68.1

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		44.6		55.4

						30代		[119]																				4		30代		119		35.3		64.7

						40代		[163]																				5		40代		163		35.6		64.4

						50代		[206]																				6		50代		206		29.1		70.9

						60代		[233]																				7		60代		233		36.5		63.5

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		33.2		66.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		42.9		57.1

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		34.9		65.1

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		35.6		64.4

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		32.9		67.1

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		28.9		71.1

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		34.1		65.9

		5.25







知っている	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	34.5	36.799999999999997	31.9	44.6	35.299999999999997	35.6	29.1	36.5	33.200000000000003	42.9	34.9	35.6	32.9	28.9	34.1	知らない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性4	0～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	65.5	63.2	68.099999999999994	55.4	64.7	64.400000000000006	70.900000000000006	63.5	66.8	57.1	65.099999999999994	64.400000000000006	67.099999999999994	71.099999999999994	65.900000000000006	







oQ13. (2)

		Q13.事前に不同意でも利用できるサービスの利用規約の認知(SA)																																1.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っている		知らない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		34.5		65.5

						【居住地域】　　　北海道		[88]																				1		【居住地域】　　　北海道		88		38.6		61.4

						関東（東京除く）		[258]																				2		関東（東京除く）		258		33.7		66.3

						東京都		[151]																				3		東京都		151		31.1		68.9

						中部		[156]																				4		中部		156		35.3		64.7

						近畿		[207]																				5		近畿		207		31.4		68.6

						中国・四国		[65]																				6		中国・四国		65		35.4		64.6

						九州・沖縄		[75]																				7		九州・沖縄		75		45.3		54.7

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		34.0		66.0

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		146		34.2		65.8

						自営業・自由業		[89]																				10		自営業・自由業		89		34.8		65.2

						専業主婦・主夫		[201]																				11		専業主婦・主夫		201		32.3		67.7

						無職		[236]																				12		無職		236		35.6		64.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		44.3		55.7

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		26.1		73.9

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		48.7		51.3

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		31.2		68.8

		5.25







知っている	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	34.5	38.6	33.700000000000003	31.1	35.299999999999997	31.4	35.4	45.3	34	34.200000000000003	34.799999999999997	32.299999999999997	35.6	44.3	26.1	48.7	31.2	知らない	

全　　体	【居住地域】　	　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	65.5	61.4	66.3	68.900000000000006	64.7	68.599999999999994	64.599999999999994	54.7	66	65.8	65.2	67.7	64.400000000000006	55.7	73.900000000000006	51.3	68.8	







oQ13S.

		Q13SQ.事前に不同意でも利用できるサービスの利用規約の閲読度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

						27		6.88										1.6300

		12.75

		57.75						N=												読んで
いる－計														しっかりと
読んでいる		必要と思われる
部分だけ
読んでいる		目を通す程度で
読んでいる		ほとんど
読まない		全く読まない		その他		これらのインターネット
上のサービスを
利用（情報閲覧）しない		読んで
いる－計

		15.75						N=

						全　　体		[345]												58.6										全　　体 ゼン カラダ		345		5.8		19.4		33.3		31.3		9.9				0.3		58.6

						【性別】　　　　　男性		[194]												57.7								1		【性別】　　　　　男性		194		6.2		20.1		31.4		30.4		11.3				0.5		57.7

						女性		[151]												59.6								2		女性		151		5.3		18.5		35.8		32.5		7.9						59.6

						【年齢別】18～29歳		[29]												58.6								3		【年齢別】18～29歳		29				13.8		44.8		27.6		13.8						58.6

						30代		[42]												64.3								4		30代		42		7.1		16.7		40.5		23.8		11.9						64.3

						40代		[58]												58.6								5		40代		58		1.7		27.6		29.3		31.0		10.3						58.6

						50代		[60]												58.3								6		50代		60		13.3		18.3		26.7		35.0		6.7						58.3

						60代		[85]												57.6								7		60代		85		7.1		17.6		32.9		30.6		11.8						57.6

						70代以上		[71]												56.3								8		70代以上		71		2.8		19.7		33.8		35.2		7.0				1.4		56.3

						【性×年齢別】男性18～39歳		[45]												73.3								9		【性×年齢別】男性18～39歳		45		6.7		22.2		44.4		15.6		11.1						73.3

						男性40～50代		[66]												57.6								10		男性40～50代		66		6.1		24.2		27.3		31.8		10.6						57.6

						男性60代以上		[83]												49.4								11		男性60代以上		83		6.0		15.7		27.7		37.3		12.0				1.2		49.4

						女性18～39歳		[26]												42.3								12		女性18～39歳		26				3.8		38.5		42.3		15.4						42.3

						女性40～50代		[52]												59.6								13		女性40～50代		52		9.6		21.2		28.8		34.6		5.8						59.6

						女性60代以上		[73]												65.8								14		女性60代以上		73		4.1		21.9		39.7		27.4		6.8						65.8

		5.25







しっかりと	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	5.8	6.2	5.3	7.1	1.7	13.3	7.1	2.8	6.7	6.1	6	9.6	4.0999999999999996	必要と思われる	
部分だけ	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	19.399999999999999	20.100000000000001	18.5	13.8	16.7	27.6	18.3	17.600000000000001	19.7	22.2	24.2	15.7	3.8	21.2	21.9	目を通す程度で	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	33.299999999999997	31.4	35.799999999999997	44.8	40.5	29.3	26.7	32.9	33.799999999999997	44.4	27.3	27.7	38.5	28.8	39.700000000000003	ほとんど	
読まない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	31.3	30.4	32.5	27.6	23.8	31	35	30.6	35.200000000000003	15.6	31.8	37.299999999999997	42.3	34.6	27.4	全く読まない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	9.9	11.3	7.9	13.8	11.9	10.3	6.7	11.8	7	11.1	10.6	12	15.4	5.8	6.8	その他	全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	これらのインターネット	
上のサービスを	
利用（情報閲覧）しない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.3	0.5	1.4	1.2	







oQ13S. (2)

		Q13SQ.事前に不同意でも利用できるサービスの利用規約の閲読度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75						N=												読んで
いる－計														しっかりと
読んでいる		必要と思われる
部分だけ
読んでいる		目を通す程度で
読んでいる		ほとんど
読まない		全く読まない		その他		これらのインターネット
上のサービスを
利用（情報閲覧）しない		読んで
いる－計

		15.75						N=

						全　　体		[345]												58.6										全　　体 ゼン カラダ		345		5.8		19.4		33.3		31.3		9.9				0.3		58.6

						【居住地域】　　　北海道		[34]												58.8								1		【居住地域】　　　北海道		34		2.9		20.6		35.3		32.4		8.8						58.8

						関東（東京除く）		[87]												59.8								2		関東（東京除く）		87		5.7		19.5		34.5		29.9		9.2				1.1		59.8

						東京都		[47]												61.7								3		東京都		47		8.5		21.3		31.9		29.8		8.5						61.7

						中部		[55]												63.6								4		中部		55		7.3		20.0		36.4		30.9		5.5						63.6

						近畿		[65]												50.8								5		近畿		65		4.6		15.4		30.8		35.4		13.8						50.8

						中国・四国		[23]												56.5								6		中国・四国		23		4.3		13.0		39.1		30.4		13.0						56.5

						九州・沖縄		[34]												58.8								7		九州・沖縄		34		5.9		26.5		26.5		29.4		11.8						58.8

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[106]												63.2								8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		106		9.4		24.5		29.2		28.3		8.5						63.2

						パート・アルバイト・非常勤等		[50]												54.0								9		パート・アルバイト・非常勤等		50		4.0		16.0		34.0		36.0		10.0						54.0

						自営業・自由業		[31]												67.7								10		自営業・自由業		31		6.5		29.0		32.3		25.8		6.5						67.7

						専業主婦・主夫		[65]												66.2								11		専業主婦・主夫		65		4.6		24.6		36.9		26.2		7.7						66.2

						無職		[84]												47.6								12		無職		84		3.6		8.3		35.7		38.1		13.1				1.2		47.6

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[204]												67.6								13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		204		6.9		27.0		33.8		25.5		6.9						67.6

						非認知者		[141]												45.4								14		非認知者		141		4.3		8.5		32.6		39.7		14.2				0.7		45.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[91]												65.9								15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		91		11.0		23.1		31.9		26.4		6.6				1.1		65.9

						消費者被害非経験者		[254]												55.9								16		消費者被害非経験者		254		3.9		18.1		33.9		33.1		11.0						55.9

		5.25







しっかりと	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	5.8	2.9	5.7	8.5	7.3	4.5999999999999996	4.3	5.9	9.4	4	6.5	4.5999999999999996	3.6	6.9	4.3	11	3.9	必要と思われる	
部分だけ	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	19.399999999999999	20.6	19.5	21.3	20	15.4	13	26.5	24.5	16	29	24.6	8.3000000000000007	27	8.5	23.1	18.100000000000001	目を通す程度で	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	33.299999999999997	35.299999999999997	34.5	31.9	36.4	30.8	39.1	26.5	29.2	34	32.299999999999997	36.9	35.700000000000003	33.799999999999997	32.6	31.9	33.9	ほとんど	
読まない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	31.3	32.4	29.9	29.8	30.9	35.4	30.4	29.4	28.3	36	25.8	26.2	38.1	25.5	39.700000000000003	26.4	33.1	全く読まない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	9.9	8.8000000000000007	9.1999999999999993	8.5	5.5	13.8	13	11.8	8.5	10	6.5	7.7	13.1	6.9	14.2	6.6	11	その他	全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	これらのインターネット	
上のサービスを	
利用（情報閲覧）しない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州	・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	0.3	1.1000000000000001	1.2	0.7	1.1000000000000001	







oQ14.

		Q14.インターネット上のサービスの利用規約の閲読度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		読んで
いる－計														しっかりと
読んでいる		必要と思われる
部分だけ
読んでいる		目を通す程度で
読んでいる		ほとんど
読まない		全く読まない		これらのインターネット
上のサービスを
利用しない		その他		読んで
いる－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												47.6										全　　体 ゼン カラダ		1000		3.9		13.8		29.9		37.7		10.8		3.8		0.1		47.6

						【性別】　　　　　男性		[527]												47.4								1		【性別】　　　　　男性		527		4.0		15.0		28.5		37.6		11.4		3.4		0.2		47.4

						女性		[473]												47.8								2		女性		473		3.8		12.5		31.5		37.8		10.1		4.2				47.8

						【年齢別】18～29歳		[65]												40.0								3		【年齢別】18～29歳		65		3.1		10.8		26.2		35.4		21.5		3.1				40.0

						30代		[119]												52.9								4		30代		119		6.7		13.4		32.8		27.7		16.8		2.5				52.9

						40代		[163]												46.6								5		40代		163		4.3		15.3		27.0		33.7		16.6		3.1				46.6

						50代		[206]												44.2								6		50代		206		4.4		11.2		28.6		42.2		10.2		3.4				44.2

						60代		[233]												50.2								7		60代		233		2.6		16.7		30.9		39.9		7.3		2.6				50.2

						70代以上		[214]												48.1								8		70代以上		214		3.3		13.1		31.8		40.2		4.2		7.0		0.5		48.1

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]												54.3								9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		7.6		16.2		30.5		23.8		19.0		2.9				54.3

						男性40～50代		[189]												44.4								10		男性40～50代		189		4.2		15.3		24.9		39.7		13.2		2.6				44.4

						男性60代以上		[233]												46.8								11		男性60代以上		233		2.1		14.2		30.5		42.1		6.4		4.3		0.4		46.8

						女性18～39歳		[79]												40.5								12		女性18～39歳		79		2.5		7.6		30.4		39.2		17.7		2.5				40.5

						女性40～50代		[180]												46.1								13		女性40～50代		180		4.4		10.6		31.1		37.2		12.8		3.9				46.1

						女性60代以上		[214]												51.9								14		女性60代以上		214		3.7		15.9		32.2		37.9		5.1		5.1				51.9

		5.25







しっかりと	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	3.9	4	3.8	3.1	6.7	4.3	4.4000000000000004	2.6	3.3	7.6	4.2	2.1	2.5	4.4000000000000004	3.7	必要と思われる	
部分だけ	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性	60代以上	13.8	15	12.5	10.8	13.4	15.3	11.2	16.7	13.1	16.2	15.3	14.2	7.6	10.6	15.9	目を通す程度で	
読んでいる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	29.9	28.5	31.5	26.2	32.799999999999997	27	28.6	30.9	31.8	30.5	24.9	30.5	30.4	31.1	32.200000000000003	ほとんど	
読まない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	37.700000000000003	37.6	37.799999999999997	35.4	27.7	33.700000000000003	42.2	39.9	40.200000000000003	23.8	39.700000000000003	42.1	39.200000000000003	37.200000000000003	37.9	全く読まない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	10.8	11.4	10.1	21.5	16.8	16.600000000000001	10.199999999999999	7.3	4.2	19	13.2	6.4	17.7	12.8	5.0999999999999996	これらのインターネット	
上のサービスを	
利用しない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	3.8	3.4	4.2	3.1	2.5	3.1	3.4	2.6	7	2.9	2.6	4.3	2.5	3.9	5.0999999999999996	その他	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.1	0.2	0.5	0.4	







oQ14. (2)

		Q14.インターネット上のサービスの利用規約の閲読度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		読んで
いる－計														しっかりと
読んでいる		必要と思われる
部分だけ
読んでいる		目を通す程度で
読んでいる		ほとんど
読まない		全く読まない		これらのインターネット
上のサービスを
利用しない		その他		読んで
いる－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												47.6										全　　体 ゼン カラダ		1000		3.9		13.8		29.9		37.7		10.8		3.8		0.1		47.6

						【居住地域】　　　北海道		[88]												47.7								1		【居住地域】　　　北海道		88		4.5		11.4		31.8		36.4		12.5		3.4				47.7

						関東（東京除く）		[258]												51.2								2		関東（東京除く）		258		3.5		12.8		34.9		33.3		11.6		3.5		0.4		51.2

						東京都		[151]												48.3								3		東京都		151		6.6		16.6		25.2		40.4		7.3		4.0				48.3

						中部		[156]												51.9								4		中部		156		3.2		12.8		35.9		34.6		9.6		3.8				51.9

						近畿		[207]												39.6								5		近畿		207		3.9		13.5		22.2		42.5		14.0		3.9				39.6

						中国・四国		[65]												50.8								6		中国・四国		65		1.5		13.8		35.4		30.8		12.3		6.2				50.8

						九州・沖縄		[75]												44.0								7		九州・沖縄		75		2.7		17.3		24.0		48.0		5.3		2.7				44.0

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]												48.1								8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		6.1		15.1		26.9		36.5		12.5		2.9				48.1

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]												49.3								9		パート・アルバイト・非常勤等		146		1.4		13.7		34.2		34.9		12.3		3.4				49.3

						自営業・自由業		[89]												42.7								10		自営業・自由業		89		3.4		18.0		21.3		38.2		11.2		7.9				42.7

						専業主婦・主夫		[201]												49.8								11		専業主婦・主夫		201		4.5		13.4		31.8		37.3		7.0		6.0				49.8

						無職		[236]												47.5								12		無職		236		2.1		11.0		34.3		41.5		8.9		1.7		0.4		47.5

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]												58.3								13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		5.2		18.9		34.1		33.9		5.9		1.7		0.2		58.3

						非認知者		[540]												38.5								14		非認知者		540		2.8		9.4		26.3		40.9		15.0		5.6				38.5

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]												55.1								15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		8.0		14.4		32.6		40.1		3.2		1.6				55.1

						消費者被害非経験者		[813]												45.9								16		消費者被害非経験者		813		3.0		13.7		29.3		37.1		12.5		4.3		0.1		45.9

		5.25







しっかりと	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	3.9	4.5	3.5	6.6	3.2	3.9	1.5	2.7	6.1	1.4	3.4	4.5	2.1	5.2	2.8	8	3	必要と思われる	
部分だけ	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	13.8	11.4	12.8	16.600000000000001	12.8	13.5	13.8	17.3	15.1	13.7	18	13.4	11	18.899999999999999	9.4	14.4	13.7	目を通す程度で	
読んでいる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	29.9	31.8	34.9	25.2	35.9	22.2	35.4	24	26.9	34.200000000000003	21.3	31.8	34.299999999999997	34.1	26.3	32.6	29.3	ほとんど	
読まない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	37.700000000000003	36.4	33.299999999999997	40.4	34.6	42.5	30.8	48	36.5	34.9	38.200000000000003	37.299999999999997	41.5	33.9	40.9	40.1	37.1	全く読まない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	10.8	12.5	11.6	7.3	9.6	14	12.3	5.3	12.5	12.3	11.2	7	8.9	5.9	15	3.2	12.5	これらのインターネット	
上のサービスを	
利用しない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アル	バイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	3.8	3.4	3.5	4	3.8	3.9	6.2	2.7	2.9	3.4	7.9	6	1.7	1.7	5.6	1.6	4.3	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非	常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	







oQ15.

		Q15.利用規約を読むにあたって、意識していること(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		意識していることがある－計														最後までスクロールしたり、リンク先のページを開くなどして、利用規約の全文を読むようにしている		利用規約の全文は読まないが、太字になっている部分や色が変わっている部分など、重要だと考える部分に限って、読むようにしている		利用規約の全文は読まないが、書いてある内容を示す項目だけは、読むようにしている		特に意識していることはない		その他		意識していることがある－計

		15.75						N=

						全　　体		[476]												85.7										全　　体 ゼン カラダ		476		19.7		34.2		31.7		14.3				85.7

						【性別】　　　　　男性		[250]												83.2								1		【性別】　　　　　男性		250		19.2		32.4		31.6		16.8				83.2

						女性		[226]												88.5								2		女性		226		20.4		36.3		31.9		11.5				88.5

						【年齢別】18～29歳		[26]												80.8								3		【年齢別】18～29歳		26		11.5		46.2		23.1		19.2				80.8

						30代		[63]												87.3								4		30代		63		31.7		34.9		20.6		12.7				87.3

						40代		[76]												82.9								5		40代		76		26.3		39.5		17.1		17.1				82.9

						50代		[91]												84.6								6		50代		91		18.7		25.3		40.7		15.4				84.6

						60代		[117]												89.7								7		60代		117		16.2		39.3		34.2		10.3				89.7

						70代以上		[103]												84.5								8		70代以上		103		14.6		29.1		40.8		15.5				84.5

						【性×年齢別】男性18～39歳		[57]												82.5								9		【性×年齢別】男性18～39歳		57		22.8		36.8		22.8		17.5				82.5

						男性40～50代		[84]												82.1								10		男性40～50代		84		26.2		28.6		27.4		17.9				82.1

						男性60代以上		[109]												84.4								11		男性60代以上		109		11.9		33.0		39.4		15.6				84.4

						女性18～39歳		[32]												90.6								12		女性18～39歳		32		31.3		40.6		18.8		9.4				90.6

						女性40～50代		[83]												85.5								13		女性40～50代		83		18.1		34.9		32.5		14.5				85.5

						女性60代以上		[111]												90.1								14		女性60代以上		111		18.9		36.0		35.1		9.9				90.1

		5.25







最後までスクロールしたり、リンク先のページを開くなどして、利用規約の全文を読むようにしている	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	19.7	19.2	20.399999999999999	11.5	31.7	26.3	18.7	16.2	14.6	22.8	26.2	11.9	31.3	18.100000000000001	18.899999999999999	利用規約の全文は読まないが、太字になっている部分や色が変わっている部分など、重要だと考える部分に限って、読むようにしている	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	34.200000000000003	32.4	36.299999999999997	46.2	34.9	39.5	25.3	39.299999999999997	29.1	36.799999999999997	28.6	33	40.6	34.9	36	利用規約の全文は読まないが、書いてある内容を示す項目だけは、読むようにしている	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	31.7	31.6	31.9	23.1	20.6	17.100000000000001	40.7000000	00000003	34.200000000000003	40.799999999999997	22.8	27.4	39.4	18.8	32.5	35.1	特に意識していることはない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	14.3	16.8	11.5	19.2	12.7	17.100000000000001	15.4	10.3	15.5	17.5	17.899999999999999	15.6	9.4	14.5	9.9	その他	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	







oQ15. (2)

		Q15.利用規約を読むにあたって、意識していること(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		意識していることがある－計														最後までスクロールしたり、リンク先のページを開くなどして、利用規約の全文を読むようにしている		利用規約の全文は読まないが、太字になっている部分や色が変わっている部分など、重要だと考える部分に限って、読むようにしている		利用規約の全文は読まないが、書いてある内容を示す項目だけは、読むようにしている		特に意識していることはない		その他		意識していることがある－計

		15.75						N=

						全　　体		[476]												85.7										全　　体 ゼン カラダ		476		19.7		34.2		31.7		14.3				85.7

						【居住地域】　　　北海道		[42]												83.3								1		【居住地域】　　　北海道		42		14.3		42.9		26.2		16.7				83.3

						関東（東京除く）		[132]												86.4								2		関東（東京除く）		132		20.5		35.6		30.3		13.6				86.4

						東京都		[73]												94.5								3		東京都		73		27.4		31.5		35.6		5.5				94.5

						中部		[81]												84.0								4		中部		81		13.6		29.6		40.7		16.0				84.0

						近畿		[82]												80.5								5		近畿		82		19.5		37.8		23.2		19.5				80.5

						中国・四国		[33]												87.9								6		中国・四国		33		18.2		30.3		39.4		12.1				87.9

						九州・沖縄		[33]												81.8								7		九州・沖縄		33		24.2		30.3		27.3		18.2				81.8

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[150]												84.7								8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		150		29.3		32.0		23.3		15.3				84.7

						パート・アルバイト・非常勤等		[72]												88.9								9		パート・アルバイト・非常勤等		72		12.5		44.4		31.9		11.1				88.9

						自営業・自由業		[38]												94.7								10		自営業・自由業		38		13.2		50.0		31.6		5.3				94.7

						専業主婦・主夫		[100]												84.0								11		専業主婦・主夫		100		17.0		31.0		36.0		16.0				84.0

						無職		[112]												83.0								12		無職		112		16.1		27.7		39.3		17.0				83.0

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[268]												89.9								13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		268		21.3		35.8		32.8		10.1				89.9

						非認知者		[208]												80.3								14		非認知者		208		17.8		32.2		30.3		19.7				80.3

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[103]												93.2								15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		103		24.3		40.8		28.2		6.8				93.2

						消費者被害非経験者		[373]												83.6								16		消費者被害非経験者		373		18.5		32.4		32.7		16.4				83.6

		5.25







最後までスクロールしたり、リンク先のページを開くなどして、利用規約の全文を読むようにしている	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	19.7	14.3	20.5	27.4	13.6	19.5	18.2	24.2	29.3	12.5	13.2	17	16.100000000000001	21.3	17.8	24.3	18.5	利用規約の全文は読まないが、太字になっている部分や色が変わっている部分など、重要だと考える部分に限って、読むようにしている	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	34.200000000000003	42.9	35.6	31.5	29.6	37.799999999999997	30.3	30.3	32	44.4	50	31	27.7	35.799999999999997	32.200000000000003	40.799999999999997	32.4	利用規約の全文は読まないが、書いてある内容を示す項目だけは、読むようにしている	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	31.7	26.2	30.3	35.6	40.700000000000003	23.2	39.4	27.3	23.3	31.9	31.6	36	39.299999999999997	32.799999999999997	30.3	28.2	32.700000000000003	特に意識していることはない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	14.3	16.7	13.6	5.5	16	19.5	12.1	18.2	15.3	11.1	5.3	16	17	10.1	19.7	6.8	16.399999999999999	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	







bQ16.



						Q16.利用規約を読んでいない理由(MA)

																																								2		4		3		1		5		6

										N=		分量が多い		読んでもわからない		時間がない		どこにあるか
わからない		利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである		その他																N		分量が多い		読んでもわからない		時間がない		どこにあるか
わからない		利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである		その他

						全体				[485]		66.4		56.3		18.4		9.1		7.4		2.5												全体::		全体		485		66.4		56.3		18.4		9.1		7.4		2.5

		1				性別		男性		[258]		67.1		51.2		20.5		8.5		8.1		3.1														男性		258		67.1		51.2		20.5		8.5		8.1		3.1

		2						女性		[227]		65.6		62.1		15.9		9.7		6.6		1.8														女性		227		65.6		62.1		15.9		9.7		6.6		1.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[37]		67.6		45.9		18.9		5.4		10.8		-														18～29歳		37		67.6		45.9		18.9		5.4		10.8

		4						30代		[53]		58.5		54.7		11.3		9.4		-		1.9														30代		53		58.5		54.7		11.3		9.4				1.9

		5						40代		[82]		72.0		56.1		19.5		7.3		8.5		1.2														40代		82		72		56.1		19.5		7.3		8.5		1.2

		6						50代		[108]		64.8		55.6		22.2		10.2		8.3		3.7														50代		108		64.8		55.6		22.2		10.2		8.3		3.7

		7						60代		[110]		60.9		56.4		17.3		9.1		8.2		2.7														60代		110		60.9		56.4		17.3		9.1		8.2		2.7

		8						70代以上		[95]		73.7		62.1		17.9		10.5		7.4		3.2														70代以上		95		73.7		62.1		17.9		10.5		7.4		3.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[45]		57.8		48.9		17.8		8.9		4.4		2.2														男性18～39歳		45		57.8		48.9		17.8		8.9		4.4		2.2

		10						男性40～50代		[100]		70.0		51.0		22.0		7.0		7.0		3.0														男性40～50代		100		70		51		22		7		7		3

		11						男性60代以上		[113]		68.1		52.2		20.4		9.7		10.6		3.5														男性60代以上		113		68.1		52.2		20.4		9.7		10.6		3.5

		12						女性18～39歳		[45]		66.7		53.3		11.1		6.7		4.4		-														女性18～39歳		45		66.7		53.3		11.1		6.7		4.4

		13						女性40～50代		[90]		65.6		61.1		20.0		11.1		10.0		2.2														女性40～50代		90		65.6		61.1		20		11.1		10		2.2

		14						女性60代以上		[92]		65.2		67.4		14.1		9.8		4.3		2.2														女性60代以上		92		65.2		67.4		14.1		9.8		4.3		2.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

分量が多い	読んでもわからない	時間がない	どこにあるか	
わからない	利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである	その他	66.400000000000006	56.3	18.399999999999999	9.1	7.4	2.5	



（単位：％）



bQ16. (2)



						'Q16.利用規約を読んでいない理由(MA)

																																								2		4		3		1		5		6

										N=		分量が多い		読んでもわからない		時間がない		どこにあるか
わからない		利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである		その他																N		分量が多い		読んでもわからない		時間がない		どこにあるか
わからない		利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである		その他

						全体				[485]		66.4		56.3		18.4		9.1		7.4		2.5												全体::		全体		485		66.4		56.3		18.4		9.1		7.4		2.5

		1				居住地域別		北海道		[43]		60.5		60.5		14.0		7.0		7.0		-														北海道		43		60.5		60.5		14		7		7

		2						関東（東京除く）		[116]		66.4		51.7		20.7		6.0		3.4		4.3														関東（東京除く）		116		66.4		51.7		20.7		6		3.4		4.3

		3						東京都		[72]		72.2		56.9		27.8		11.1		13.9		1.4														東京都		72		72.2		56.9		27.8		11.1		13.9		1.4

		4						中部		[69]		66.7		60.9		11.6		5.8		8.7		2.9														中部		69		66.7		60.9		11.6		5.8		8.7		2.9

		5						近畿		[117]		67.5		56.4		19.7		10.3		5.1		1.7														近畿		117		67.5		56.4		19.7		10.3		5.1		1.7

		6						中国・四国		[28]		53.6		50.0		7.1		17.9		14.3		3.6														中国・四国		28		53.6		50		7.1		17.9		14.3		3.6

		7						九州・沖縄		[40]		67.5		60.0		15.0		12.5		7.5		2.5														九州・沖縄		40		67.5		60		15		12.5		7.5		2.5

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[153]		62.1		57.5		20.9		10.5		7.8		2.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		153		62.1		57.5		20.9		10.5		7.8		2

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[69]		60.9		59.4		23.2		7.2		7.2		2.9														パート・アルバイト・非常勤等		69		60.9		59.4		23.2		7.2		7.2		2.9

		10						自営業・自由業		[44]		68.2		40.9		20.5		11.4		11.4		2.3														自営業・自由業		44		68.2		40.9		20.5		11.4		11.4		2.3

		11						専業主婦・主夫		[89]		64.0		62.9		13.5		6.7		6.7		1.1														専業主婦・主夫		89		64		62.9		13.5		6.7		6.7		1.1

		12						無職		[119]		76.5		55.5		14.3		10.1		5.0		4.2														無職		119		76.5		55.5		14.3		10.1		5		4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[183]		72.7		55.7		18.0		8.7		4.4		3.8														認知者		183		72.7		55.7		18		8.7		4.4		3.8

		14						非認知者		[302]		62.6		56.6		18.5		9.3		9.3		1.7														非認知者		302		62.6		56.6		18.5		9.3		9.3		1.7

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[81]		85.2		55.6		19.8		9.9		9.9		6.2														消費者被害経験者		81		85.2		55.6		19.8		9.9		9.9		6.2

		16						消費者被害非経験者		[404]		62.6		56.4		18.1		8.9		6.9		1.7														消費者被害非経験者		404		62.6		56.4		18.1		8.9		6.9		1.7



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

分量が多い	読んでもわからない	時間がない	どこにあるか	
わからない	利用規約に何が書いてあったとしても、サービスを利用するつもりである	その他	66.400000000000006	56.3	18.399999999999999	9.1	7.4	2.5	



（単位：％）



oQ16S1.

		Q16SQ1. 読むのに適切と思う利用規約の行数(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																3 行		5 行		10行		50行		100 行		それ以上

		15.75						N=

						全　　体		[322]																						全　　体 ゼン カラダ		322		17.4		34.5		43.2		4.0		0.3		0.6

						【性別】　　　　　男性		[173]																				1		【性別】　　　　　男性		173		17.9		29.5		47.4		4.0		0.6		0.6

						女性		[149]																				2		女性		149		16.8		40.3		38.3		4.0				0.7

						【年齢別】18～29歳		[25]																				3		【年齢別】18～29歳		25		24.0		40.0		36.0

						30代		[31]																				4		30代		31		12.9		45.2		41.9

						40代		[59]																				5		40代		59		33.9		28.8		33.9		1.7				1.7

						50代		[70]																				6		50代		70		20.0		28.6		40.0		10.0				1.4

						60代		[67]																				7		60代		67		14.9		37.3		43.3		3.0		1.5

						70代以上		[70]																				8		70代以上		70		2.9		35.7		57.1		4.3

						【性×年齢別】男性18～39歳		[26]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		26		34.6		23.1		42.3

						男性40～50代		[70]																				10		男性40～50代		70		24.3		25.7		42.9		5.7				1.4

						男性60代以上		[77]																				11		男性60代以上		77		6.5		35.1		53.2		3.9		1.3

						女性18～39歳		[30]																				12		女性18～39歳		30		3.3		60.0		36.7

						女性40～50代		[59]																				13		女性40～50代		59		28.8		32.2		30.5		6.8				1.7

						女性60代以上		[60]																				14		女性60代以上		60		11.7		38.3		46.7		3.3

		5.25







3 行	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	17.399999999999999	17.899999999999999	16.8	24	12.9	33.9	20	14.9	2.9	34.6	24.3	6.5	3.3	28.8	11.7	5 行	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	34.5	29.5	40.299999999999997	40	45.2	28.8	28.6	37.299999999999997	35.700000000000003	23.1	25.7	35.1	60	32.200000000000003	38.299999999999997	10行	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	43.2	47.4	38.299999999999997	36	41.9	33.9	40	43.3	57.1	42.3	42.9	53.2	36.700000000000003	30.5	46.7	50行	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	4	4	4	1.7	10	3	4.3	5.7	3.9	6.8	3.3	100 行	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.3	0.6	1.5	1.3	それ以上	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.6	0.6	0.7	1.7	1.4	1.4	1.7	







oQ16S1. (2)

		Q16SQ1. 読むのに適切と思う利用規約の行数(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																3 行		5 行		10行		50行		100 行		それ以上

		15.75						N=

						全　　体		[322]																						全　　体 ゼン カラダ		322		17.4		34.5		43.2		4.0		0.3		0.6

						【居住地域】　　　北海道		[26]																				1		【居住地域】　　　北海道		26		11.5		42.3		42.3						3.8

						関東（東京除く）		[77]																				2		関東（東京除く）		77		19.5		27.3		42.9		9.1		1.3

						東京都		[52]																				3		東京都		52		17.3		36.5		44.2		1.9

						中部		[46]																				4		中部		46		17.4		37.0		43.5		2.2

						近畿		[79]																				5		近畿		79		12.7		38.0		44.3		3.8				1.3

						中国・四国		[15]																				6		中国・四国		15		26.7		20.0		53.3

						九州・沖縄		[27]																				7		九州・沖縄		27		25.9		37.0		33.3		3.7

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[95]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		95		16.8		33.7		43.2		4.2		1.1		1.1

						パート・アルバイト・非常勤等		[42]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		42		23.8		35.7		38.1		2.4

						自営業・自由業		[30]																				10		自営業・自由業		30		23.3		30.0		40.0		6.7

						専業主婦・主夫		[57]																				11		専業主婦・主夫		57		12.3		40.4		38.6		7.0				1.8

						無職		[91]																				12		無職		91		15.4		34.1		48.4		2.2

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[133]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		133		12.8		33.1		47.4		6.8

						非認知者		[189]																				14		非認知者		189		20.6		35.4		40.2		2.1		0.5		1.1

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[69]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		69		11.6		23.2		60.9		4.3

						消費者被害非経験者		[253]																				16		消費者被害非経験者		253		19.0		37.5		38.3		4.0		0.4		0.8

		5.25







3 行	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	17.399999999999999	11.5	19.5	17.3	17.399999999999999	12.7	26.7	25.9	16.8	23.8	23.3	12.3	15.4	12.8	20.6	11.6	19	5 行	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	34.5	42.3	27.3	36.5	37	38	20	37	33.700000000000003	35.700000000000003	30	40.4	34.1	33.1	35.4	23.2	37.5	10行	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	43.2	42.3	42.9	44.2	43.5	44.3	53.3	33.299999999999997	43.2	38.1	40	38.6	48.4	47.4	40.200000000000003	60.9	38.299999999999997	50行	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	4	9.1	1.9	2.2000000000000002	3.8	3.7	4.2	2.4	6.7	7	2.2000000000000002	6.8	2.1	4.3	4	100 行	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	0.3	1.3	1.1000000000000001	0.5	0.4	それ以上	



全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	0.6	3.8	1.3	1.1000000000000001	1.8	1.1000000000000001	0.8	







oQ16S2.

		Q16SQ2. 利用規約を読むのに適切と思う時間(SA)																																1.0		2.0		3.0				4.0		5.0		6.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																5 秒		15秒		30秒		1 分		3 分		5 分		それ以上

		15.75						N=

						全　　体		[89]																						全　　体 ゼン カラダ		89		9.0		20.2		24.7		22.5		11.2		5.6		6.7

						【性別】　　　　　男性		[53]																				1		【性別】　　　　　男性		53		7.5		13.2		30.2		18.9		15.1		5.7		9.4

						女性		[36]																				2		女性		36		11.1		30.6		16.7		27.8		5.6		5.6		2.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[8]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		8		12.5		12.5		25.0		25.0				12.5		12.5

						男性40～50代		[22]																				10		男性40～50代		22		13.6		9.1		31.8		13.6		27.3		4.5

						男性60代以上		[23]																						男性60代以上		23				17.4		30.4		21.7		8.7		4.3		17.4

						女性18～39歳		[5]																						女性18～39歳		5		40.0		60.0

						女性40～50代		[18]																						女性40～50代		18		11.1		22.2		33.3		11.1		11.1		5.6		5.6

						女性60代以上		[13]																						女性60代以上		13				30.8				61.5				7.7

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[33]																				11		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		33		3.0		30.3		18.2		24.2		15.2		9.1

						非認知者		[56]																				12		非認知者		56		12.5		14.3		28.6		21.4		8.9		3.6		10.7

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[16]																				13		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		16		6.3		12.5		25.0		25.0		18.8		12.5

						消費者被害非経験者		[73]																				14		消費者被害非経験者		73		9.6		21.9		24.7		21.9		9.6		4.1		8.2

		5.25









5 秒	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	9	7.5	11.1	12.5	13.6	40	11.1	3	12.5	6.3	9.6	15秒	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	20.2	13.2	30.6	12.5	9.1	17.399999999999999	60	22.2	30.8	30.3	14.3	12.5	21.9	30秒	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	24.7	30.2	16.7	25	31.8	30.4	33.299999999999997	18.2	28.6	25	24.7	1 分	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	22.5	18.899999999999999	27.8	25	13.6	21.7	11.1	61.5	24.2	21.4	25	21.9	3 分	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	11.2	15.1	5.6	27.3	8.6999999999999993	11.1	15.2	8.9	18.8	9.6	5 分	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	5.6	5.7	5.6	12.5	4.5	4.3	5.6	7.7	9.1	3.6	12.5	4.0999999999999996	それ以上	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	6.7	9.4	2.8	12.5	17.399999999999999	5.6	10.7	8.1999999999999993	







bQ17.



						Q17.インターネット上のサービスの利用規約に対する改善点(MA)																										ソートせず

																						* 		** 

																																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9				10

										N=		冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する		スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある		スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている		自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える		自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る		一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある		法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている		その他		わからない		どんな形式でも読まない		*＆**の両方とも回答者																N		冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する		スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある		スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている		自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える		自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る		一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある		法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている		その他		わからない		どんな形式でも読まない		*＆**の両方とも回答者

						全体				[1000]		23.9		26.4		12.3		57.3		41.8		13.2		24.2		1.2		8.5		5.0		6.3												全体::		全体		1000		23.9		26.4		12.3		57.3		41.8		13.2		24.2		1.2		8.5		5		6.3

		1				性別		男性		[527]		25.2		27.7		13.1		55.4		39.5		12.9		19.9		1.1		10.4		5.9		5.7														男性		527		25.2		27.7		13.1		55.4		39.5		12.9		19.9		1.1		10.4		5.9		5.7

		2						女性		[473]		22.4		24.9		11.4		59.4		44.4		13.5		29.0		1.3		6.3		4.0		7.0														女性		473		22.4		24.9		11.4		59.4		44.4		13.5		29		1.3		6.3		4		7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		23.1		15.4		6.2		44.6		29.2		9.2		23.1		-		9.2		12.3		4.6														18～29歳		65		23.1		15.4		6.2		44.6		29.2		9.2		23.1				9.2		12.3		4.6

		4						30代		[119]		23.5		22.7		6.7		49.6		36.1		6.7		21.0		1.7		10.9		11.8		4.2														30代		119		23.5		22.7		6.7		49.6		36.1		6.7		21		1.7		10.9		11.8		4.2

		5						40代		[163]		28.8		24.5		17.8		52.1		39.9		18.4		20.9		0.6		8.0		6.1		8.0														40代		163		28.8		24.5		17.8		52.1		39.9		18.4		20.9		0.6		8		6.1		8

		6						50代		[206]		24.3		29.1		10.2		59.7		39.8		15.0		22.8		1.5		5.8		1.9		6.8														50代		206		24.3		29.1		10.2		59.7		39.8		15		22.8		1.5		5.8		1.9		6.8

		7						60代		[233]		20.2		25.8		11.6		61.8		47.6		13.3		27.0		0.9		8.6		5.2		6.4														60代		233		20.2		25.8		11.6		61.8		47.6		13.3		27		0.9		8.6		5.2		6.4

		8						70代以上		[214]		24.3		31.3		15.9		62.1		45.8		12.1		27.1		1.9		9.8		0.9		6.1														70代以上		214		24.3		31.3		15.9		62.1		45.8		12.1		27.1		1.9		9.8		0.9		6.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		22.9		23.8		8.6		46.7		35.2		7.6		16.2		1.0		13.3		14.3		3.8														男性18～39歳		105		22.9		23.8		8.6		46.7		35.2		7.6		16.2		1		13.3		14.3		3.8

		10						男性40～50代		[189]		27.5		27.5		12.7		55.0		40.2		16.9		18.5		0.5		7.9		4.8		6.9														男性40～50代		189		27.5		27.5		12.7		55		40.2		16.9		18.5		0.5		7.9		4.8		6.9

		11						男性60代以上		[233]		24.5		29.6		15.5		59.7		40.8		12.0		22.7		1.7		11.2		3.0		5.6														男性60代以上		233		24.5		29.6		15.5		59.7		40.8		12		22.7		1.7		11.2		3		5.6

		12						女性18～39歳		[79]		24.1		15.2		3.8		49.4		31.6		7.6		29.1		1.3		6.3		8.9		5.1														女性18～39歳		79		24.1		15.2		3.8		49.4		31.6		7.6		29.1		1.3		6.3		8.9		5.1

		13						女性40～50代		[180]		25.0		26.7		14.4		57.8		39.4		16.1		25.6		1.7		5.6		2.8		7.8														女性40～50代		180		25		26.7		14.4		57.8		39.4		16.1		25.6		1.7		5.6		2.8		7.8

		14						女性60代以上		[214]		19.6		27.1		11.7		64.5		53.3		13.6		31.8		0.9		7.0		3.3		7.0														女性60代以上		214		19.6		27.1		11.7		64.5		53.3		13.6		31.8		0.9		7		3.3		7



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する	スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある	スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている	自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える	自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る	一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある	法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている	その他	わからない	どんな形式でも読まない	*＆**の両方とも回答者	23.9	26.4	12.3	57.3	41.8	13.2	24.2	1.2	8.5	5	6.3	



（単位：％）



bQ17. (2)



						Q17.インターネット上のサービスの利用規約に対する改善点(MA)																										ソートせず

																						* 		** 

																																																		1		2		3		4		5		6		7		8		9				10

										N=		冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する		スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある		スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている		自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える		自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る		一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある		法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている		その他		わからない		どんな形式でも読まない		*＆**の両方とも回答者																N		冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する		スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある		スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている		自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える		自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る		一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある		法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている		その他		わからない		どんな形式でも読まない		*＆**の両方とも回答者

						全体				[1000]		23.9		26.4		12.3		57.3		41.8		13.2		24.2		1.2		8.5		5.0		6.3												全体::		全体		1000		23.9		26.4		12.3		57.3		41.8		13.2		24.2		1.2		8.5		5		6.3

		1				居住地域別		北海道		[88]		21.6		26.1		11.4		50.0		38.6		15.9		31.8		1.1		10.2		5.7		9.1														北海道		88		21.6		26.1		11.4		50		38.6		15.9		31.8		1.1		10.2		5.7		9.1

		2						関東（東京除く）		[258]		22.9		30.2		11.6		55.4		41.1		12.4		22.1		1.2		9.7		4.7		5.8														関東（東京除く）		258		22.9		30.2		11.6		55.4		41.1		12.4		22.1		1.2		9.7		4.7		5.8

		3						東京都		[151]		28.5		26.5		15.9		57.6		47.0		13.9		22.5		0.7		7.9		4.0		6.0														東京都		151		28.5		26.5		15.9		57.6		47		13.9		22.5		0.7		7.9		4		6

		4						中部		[156]		21.8		26.3		7.7		57.1		44.9		14.1		23.7		0.6		7.1		7.1		5.8														中部		156		21.8		26.3		7.7		57.1		44.9		14.1		23.7		0.6		7.1		7.1		5.8

		5						近畿		[207]		22.7		21.7		14.0		59.9		38.6		10.6		24.2		1.4		10.1		6.3		6.8														近畿		207		22.7		21.7		14		59.9		38.6		10.6		24.2		1.4		10.1		6.3		6.8

		6						中国・四国		[65]		24.6		29.2		21.5		56.9		30.8		16.9		24.6		-		6.2		3.1		9.2														中国・四国		65		24.6		29.2		21.5		56.9		30.8		16.9		24.6				6.2		3.1		9.2

		7						九州・沖縄		[75]		28.0		24.0		5.3		65.3		49.3		13.3		26.7		4.0		4.0		1.3		2.7														九州・沖縄		75		28		24		5.3		65.3		49.3		13.3		26.7		4		4		1.3		2.7

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		25.6		26.0		14.1		52.6		34.0		15.1		21.2		0.6		7.4		7.4		6.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		25.6		26		14.1		52.6		34		15.1		21.2		0.6		7.4		7.4		6.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		19.2		19.9		11.0		53.4		45.2		6.8		24.0		1.4		9.6		4.1		3.4														パート・アルバイト・非常勤等		146		19.2		19.9		11		53.4		45.2		6.8		24		1.4		9.6		4.1		3.4

		10						自営業・自由業		[89]		21.3		29.2		9.0		60.7		49.4		18.0		25.8		4.5		9.0		4.5		6.7														自営業・自由業		89		21.3		29.2		9		60.7		49.4		18		25.8		4.5		9		4.5		6.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		23.4		27.9		12.4		60.7		43.3		14.9		26.9		0.5		8.5		2.5		8.5														専業主婦・主夫		201		23.4		27.9		12.4		60.7		43.3		14.9		26.9		0.5		8.5		2.5		8.5

		12						無職		[236]		25.0		29.2		12.3		61.9		45.8		11.4		26.7		1.3		9.3		4.7		6.4														無職		236		25		29.2		12.3		61.9		45.8		11.4		26.7		1.3		9.3		4.7		6.4

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[460]		26.1		30.4		16.3		62.6		44.1		14.6		24.8		1.3		5.9		2.4		6.7														認知者		460		26.1		30.4		16.3		62.6		44.1		14.6		24.8		1.3		5.9		2.4		6.7

		14						非認知者		[540]		22.0		23.0		8.9		52.8		39.8		12.0		23.7		1.1		10.7		7.2		5.9														非認知者		540		22		23		8.9		52.8		39.8		12		23.7		1.1		10.7		7.2		5.9

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		30.5		40.6		16.0		71.1		55.6		20.9		31.6		2.7		0.5		0.5		10.2														消費者被害経験者		187		30.5		40.6		16		71.1		55.6		20.9		31.6		2.7		0.5		0.5		10.2

		16						消費者被害非経験者		[813]		22.4		23.1		11.4		54.1		38.6		11.4		22.5		0.9		10.3		6.0		5.4														消費者被害非経験者		813		22.4		23.1		11.4		54.1		38.6		11.4		22.5		0.9		10.3		6		5.4



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

冒頭などで利用規約全文を読むのにかかる時間を事前に明示する	スクロール数は多いものの、あちこちクリックで飛ばないで、同じウェブページの中にすべて書いてある	スクロール数は少ないが、ウェブページ上にリンクが複数貼られていて、リンク先に行けば詳細な内容が確認できるようになっている	自分にとって不利になり得る契約条項を枠囲いしたり、太字にしたり、文字の色を変える	自分にとって不利になり得る契約条項について、特にチェックボックスを設けるなどして個別に同意を取る	一般に契約書等に記載されるような難解な用語が用いられていたとしても、法令等に照らして正確な内容で書いてある	法令等に照らして多少言葉足らずの点があったとしても、契約としての難解の用語ではなく、イラストや簡素な用語で説明されている	その他	わからない	どんな形式でも読まない	*＆**の両方とも回答者	23.9	26.4	12.3	57.3	41.8	13.2	24.2	1.2	8.5	5	6.3	



（単位：％）



GTQ18.

		Q18.消費者被害経験の有無(各SA)																																1.0		2.0		3.0

						50.75		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																ある		ない		わからない

		15.75						N=

						【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		[1000]																						【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		1000		10.4		75.1		14.5

						【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		[1000]																				1		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		1000		5.5		80.3		14.2

						【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた		[1000]																				6		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた		1000		10.2		73.3		16.5

		5.25







ある	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	10.4	5.5	10.199999999999999	ない	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	75.099999999999994	80.3	73.3	わからない	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	14.5	14.2	16.5	







bQ18.



						Q18.消費者被害経験の有無(各SA)

														「ある」の回答率 カイトウリツ																				1		2		3

										N=		【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた																N		【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた

						全体				[1000]		10.4		5.5		10.2												全体::		全体		1000		10.4		5.5		10.2

		1				性別		男性		[527]		10.2		6.6		10.1														男性		527		10.2		6.6		10.1

		2						女性		[473]		10.6		4.2		10.4														女性		473		10.6		4.2		10.4

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		1.5		3.1		4.6														18～29歳		65		1.5		3.1		4.6

		4						30代		[119]		6.7		4.2		9.2														30代		119		6.7		4.2		9.2

		5						40代		[163]		9.8		5.5		8.0														40代		163		9.8		5.5		8

		6						50代		[206]		13.1		7.8		14.1														50代		206		13.1		7.8		14.1

		7						60代		[233]		12.9		6.0		9.4														60代		233		12.9		6		9.4

		8						70代以上		[214]		10.3		4.2		11.2														70代以上		214		10.3		4.2		11.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		7.6		3.8		6.7														男性18～39歳		105		7.6		3.8		6.7

		10						男性40～50代		[189]		14.8		10.1		11.6														男性40～50代		189		14.8		10.1		11.6

		11						男性60代以上		[233]		7.7		5.2		10.3														男性60代以上		233		7.7		5.2		10.3

		12						女性18～39歳		[79]		1.3		3.8		8.9														女性18～39歳		79		1.3		3.8		8.9

		13						女性40～50代		[180]		8.3		3.3		11.1														女性40～50代		180		8.3		3.3		11.1

		14						女性60代以上		[214]		15.9		5.1		10.3														女性60代以上		214		15.9		5.1		10.3



						※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン

																																		【不当な勧誘】事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった

																																		【不当な契約内容】事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった

																																		【不当な表示】広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた



全体	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	10.4	5.5	10.199999999999999	



（単位：％）



bQ18. (2)



						Q18.消費者被害経験の有無(各SA)

														「ある」の回答率 カイトウリツ																				1		2		3

										N=		【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた																N		【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた

						全体				[1000]		10.4		5.5		10.2												全体::		全体		1000		10.4		5.5		10.2

		1				居住地域別		北海道		[88]		11.4		2.3		8.0														北海道		88		11.4		2.3		8

		2						関東（東京除く）		[258]		10.9		7.0		11.2														関東（東京除く）		258		10.9		7		11.2

		3						東京都		[151]		11.9		8.6		7.9														東京都		151		11.9		8.6		7.9

		4						中部		[156]		11.5		6.4		15.4														中部		156		11.5		6.4		15.4

		5						近畿		[207]		6.8		2.9		7.2														近畿		207		6.8		2.9		7.2

		6						中国・四国		[65]		10.8		3.1		10.8														中国・四国		65		10.8		3.1		10.8

		7						九州・沖縄		[75]		12.0		5.3		10.7														九州・沖縄		75		12		5.3		10.7

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		11.5		8.0		10.9														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		11.5		8		10.9

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		11.6		5.5		8.9														パート・アルバイト・非常勤等		146		11.6		5.5		8.9

		10						自営業・自由業		[89]		11.2		3.4		9.0														自営業・自由業		89		11.2		3.4		9

		11						専業主婦・主夫		[201]		8.5		4.5		10.9														専業主婦・主夫		201		8.5		4.5		10.9

		12						無職		[236]		9.7		3.8		9.3														無職		236		9.7		3.8		9.3

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[460]		15.0		9.1		14.8														認知者		460		15		9.1		14.8

		14						非認知者		[540]		6.5		2.4		6.3														非認知者		540		6.5		2.4		6.3



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ





全体	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	10.4	5.5	10.199999999999999	



（単位：％）



bQ19.1



						Q19.過去10年間における消費者被害経験の回数(各数値回答)

								N=全体 ゼンタイ																																				1		2		3		4		5		6		7		8

										N=		1 回		2 回		3 回		4 回		5 回		6 ～7 回		8 ～10回		11回以上																N		1 回		2 回		3 回		4 回		5 回		6 ～7 回		8 ～10回		11回以上

								【不当な勧誘】		[104]		74.0		18.3		4.8		1.0		1.0		-		1.0		-												全体::		【不当な勧誘】		104		74		18.3		4.8		1		1				1

		1						【不当な契約内容】		[55]		78.2		14.5		3.6		-		1.8		-		1.8		-														【不当な契約内容】		55		78.2		14.5		3.6				1.8				1.8

		2						【不当な表示】		[102]		68.6		9.8		7.8		-		2.9		1.0		7.8		2.0														【不当な表示】		102		68.6		9.8		7.8				2.9		1		7.8		2

								N=全体 ゼンタイ		N=		平均（回）		最小値（回）		最大値（回）		中央値（回）																								N		平均（回）		最小値（回） サイショウチ		最大値（回） サイダイチ		中央値（回） チュウオウ チ

								【不当な勧誘】		[104]		1.4		1		10		1																				全体::		【不当な勧誘】		104		1.4		1		10		1

								【不当な契約内容】		[55]		1.5		1		10		1																						【不当な契約内容】		55		1.5		1		10		1

								【不当な表示】		[102]		2.7		1		30		1																						【不当な表示】		102		2.7		1		30		1



【不当な勧誘】	

1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 ～7 回	8 ～10回	11回以上	74	18.3	4.8	1	1	1	【不当な契約内容】	

1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 ～7 回	8 ～10回	11回以上	78.2	14.5	3.6	1.8	1.8	【不当な表示】	

1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	6 ～7 回	8 ～10回	11回以上	68.599999999999994	9.8000000000000007	7.8	2.9	1	7.8	2	



（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）



bQ19.2



						Q19.過去10年間における消費者被害経験の総被害金額(各数値回答)

								N=全体 ゼンタイ																																								1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

										N=		0円（被害金額は無し）		5千円未満		5千～1万円未満		1万～3万円未満		3万～5万円未満		5万～10万円未満		10万～20万円未満		20万～30万円未満		30万～50万円未満		50万円以上																N		0円（被害金額は無し）		5千円未満		5千～1万円未満		1万～3万円未満		3万～5万円未満		5万～10万円未満		10万～20万円未満		20万～30万円未満		30万～50万円未満		50万円以上

								【不当な勧誘】		[104]		11.5		7.7		5.8		19.2		4.8		8.7		13.5		6.7		10.6		11.5												全体::		【不当な勧誘】		104		11.5		7.7		5.8		19.2		4.8		8.7		13.5		6.7		10.6		11.5

		1						【不当な契約内容】		[55]		9.1		1.8		-		20.0		7.3		12.7		12.7		12.7		9.1		14.5														【不当な契約内容】		55		9.1		1.8				20		7.3		12.7		12.7		12.7		9.1		14.5

		2						【不当な表示】		[102]		13.7		14.7		10.8		25.5		6.9		6.9		4.9		7.8		2.9		5.9														【不当な表示】		102		13.7		14.7		10.8		25.5		6.9		6.9		4.9		7.8		2.9		5.9

								N=全体 ゼンタイ		N=		平均
（円程度）		最小値
（円程度）		最大値
（円程度）		中央値
（円程度）																												N		平均
（円程度）		最小値
（円程度） サイショウチ		最大値
（円程度） サイダイチ		中央値
（円程度） チュウオウチ

								【不当な勧誘】		[104]		226,568.1		0		5,000,000		50,000																								全体::		【不当な勧誘】		104		226568.1		0		5000000		50000

								【不当な契約内容】		[55]		312,400.0		0		8,000,000		75,000																										【不当な契約内容】		55		312400		0		8000000		75000

								【不当な表示】		[102]		117,529.3		0		3,500,000		10,000																										【不当な表示】		102		117529.3		0		3500000		10000



【不当な勧誘】	

0円（被害金額は無し）	5千円未満	5千～1万円未満	1万～3万円未満	3万～5万円未満	5万～10万円未満	10万～20万円未満	20万～30万円未満	30万～50万円未満	50万円以上	11.5	7.7	5.8	19.2	4.8	8.6999999999999993	13.5	6.7	10.6	11.5	【不当な契約内容】	

0円（被害金額は無し）	5千円未満	5千～1万円未満	1万～3万円未満	3万～5万円未満	5万～10万円未満	10万～20万円未満	20万～30万円未満	30万～50万円未満	50万円以上	9.1	1.8	20	7.3	12.7	12.7	12.7	9.1	14.5	【不当な表示】	

0円（被害金額は無し）	5千円未満	5千～1万円未満	1万～3万円未満	3万～5万円未満	5万～10万円未満	10万～20万円未満	20万～30万円未満	30万～50万円未満	50万円以上	13.7	14.7	10.8	25.5	6.9	6.9	4.9000000000000004	7.8	2.9	5.9	



（単位：％）

（単位：％）

（単位：％）



bQ20.



						Q20.消費者被害経験時の相談先(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした－計																N		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした－計

								【不当な勧誘】		[104]		32.7		2.9		2.9		-		8.7		7.7		50.0		-		50.0												全体::		【不当な勧誘】		104		32.7		2.9		2.9				8.7		7.7		50				50

		1						【不当な契約内容】		[55]		25.5		12.7		5.5		-		16.4		7.3		41.8		3.6		58.2														【不当な契約内容】		55		25.5		12.7		5.5				16.4		7.3		41.8		3.6		58.2

		2						【不当な表示】		[102]		22.5		4.9		2.0		-		6.9		12.7		58.8		2.0		40.2														【不当な表示】		102		22.5		4.9		2				6.9		12.7		58.8		2		40.2







【不当な勧誘】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした－計	32.700000000000003	2.9	2.9	8.6999999999999993	7.7	50	50	【不当な契約内容】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした－計	25.5	12.7	5.5	16.399999999999999	7.3	41.8	3.6	58.2	【不当な表示】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした－計	22.5	4.9000000000000004	2	6.9	12.7	58.8	2	40.200000000000003	



（単位：％）



bQ21.



						Q21.消費者被害経験時の解消に向けた対応(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした－計																N		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした－計

								【不当な勧誘】		[104]		26.0		2.9		1.0		11.5		5.8		1.0		46.2		7.7		46.2												全体::		【不当な勧誘】		104		26		2.9		1		11.5		5.8		1		46.2		7.7		46.2

		1						【不当な契約内容】		[55]		27.3		7.3		1.8		20.0		1.8		-		38.2		9.1		54.5														【不当な契約内容】		55		27.3		7.3		1.8		20		1.8				38.2		9.1		54.5

		2						【不当な表示】		[102]		17.6		3.9		2.9		6.9		2.0		-		64.7		3.9		31.4														【不当な表示】		102		17.6		3.9		2.9		6.9		2				64.7		3.9		31.4







【不当な勧誘】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした－計	26	2.9	1	11.5	5.8	1	46.2	7.7	46.2	【不当な契約内容】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした－計	27.3	7.3	1.8	20	1.8	38.200000000000003	9.1	54.5	【不当な表示】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした－計	17.600000000000001	3.9	2.9	6.9	2	64.7	3.9	31.4	



（単位：％）



FQ22.



						Q22.消費者被害経験時の解消に向けた対応（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ



																【不当な勧誘】																						（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																																								1		5		2		6		13		11		12		3		7		4		8		9		10		14

										N=		自分で断った、契約しなかった		泣き寝入りした		被害にあっていない		どうしたらよいか、誰に相談したらよいのかわからなかった		契約後に自力で解決した、またはしようとした（クーリングオフは除く）		相談した（相談先は不明）		無視、電話に出ない、など		クーリングオフした		友人、家族に相談		返金してもらった		消費者センターに相談した		警察に相談した		弁護士に相談した		その他																N		自分で断った、契約しなかった ジブン コトワ ケイヤク		泣き寝入りした ナ ネイ		被害にあっていない ヒガイ		どうしたらよいか、誰に相談したらよいのかわからなかった ダレ ソウダン		契約後に自力で解決した、またはしようとした（クーリングオフは除く） ケイヤク ゴ ジリキ カイケツ ノゾ		相談した（相談先は不明） ソウダン ソウダン サキ フメイ		無視、電話に出ない、など ムシ デンワ デ		クーリングオフした		友人、家族に相談 ユウジン カゾク ソウダン		返金してもらった ヘンキン		消費者センターに相談した ショウヒシャ ソウダン		警察に相談した ケイサツ ソウダン		弁護士に相談した ベンゴシ ソウダン		その他 タ

						全体				[104]		33		14		13		7		7		5		5		4		3		1		1		1		1		4												全体::		全体		104		33		14		13		7		7		5		5		4		3		1		1		1		1		4



全体	

自分で断った、契約しなかった	泣き寝入りした	被害にあっていない	どうしたらよいか、誰に相談したらよいのかわからなかった	契約後に自力で解決した、またはしようとした（クーリングオフは除く）	相談した（相談先は不明）	無視、電話に出ない、など	クーリングオフした	友人、家族に相談	返金してもらった	消費者センターに相談した	警察に相談した	弁護士に相談した	その他	33	14	13	7	7	5	5	4	3	1	1	1	1	4	



（単位：回答数）



FQ22. (2)



						Q22.消費者被害経験時の解消に向けた対応（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ



																【不当な契約内容】														（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																																1		2		7		8		9		3		5		4		6		10

										N=		泣き寝入りした		断った		事業者と交渉、話し合いなどをした		被害にあっていない		どうしたらよいのかわからなかった		弁護士に相談		消費者センターに相談		クーリングオフ		警察に相談		その他																N		泣き寝入りした ナ ネイ		断った コトワ		事業者と交渉、話し合いなどをした ジギョウシャ コウショウ ハナ ア		被害にあっていない ヒガイ		どうしたらよいのかわからなかった		弁護士に相談 ベンゴシ ソウダン		消費者センターに相談 ショウヒシャ ソウダン		クーリングオフ		警察に相談 ケイサツ ソウダン		その他 タ

						全体				[55]		9		7		7		5		4		3		3		2		1		12												全体::		全体		55		9		7		7		5		4		3		3		2		1		12



全体	

泣き寝入りした	断った	事業者と交渉、話し合いなどをした	被害にあっていない	どうしたらよいのかわからなかった	弁護士に相談	消費者センターに相談	クーリングオフ	警察に相談	その他	9	7	7	5	4	3	3	2	1	12	



（単位：回答数）



FQ22. (3)



						Q22.消費者被害経験時の解消に向けた対応（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ



																【不当な表示】																						（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																																								3		4		1		8		13		10		5		6		2		7		9		11		12		14

										N=		泣き寝入り、諦めた		被害にあわなかった		気づいた時点で利用しない		直接苦情を言った（メール等含む）		どうしたらよいのかわからない、怖いので何も言えない		誰かに相談		無視する、相手にしない		消費者センターに相談		キャンセルした		弁護士に相談		クーリングオフ		自己破産した		非業者による補填を受けた		その他																N		泣き寝入り、諦めた ナ ネイ アキラ		被害にあわなかった ヒガイ		気づいた時点で利用しない キ ジテン リヨウ		直接苦情を言った（メール等含む） チョクセツ クジョウ イ トウ フク		どうしたらよいのかわからない、怖いので何も言えない コワ ナニ イ		誰かに相談 ダレ ソウダン		無視する、相手にしない ムシ アイテ		消費者センターに相談 ショウヒシャ ソウダン		キャンセルした		弁護士に相談 ベンゴシ ソウダン		クーリングオフ		自己破産した ジコ ハサン		非業者による補填を受けた ヒ ギョウシャ ホテン ウ		その他 タ

						全体				[102]		32		14		13		9		9		5		3		3		2		2		1		1		1		5												全体::		全体		102		32		14		13		9		9		5		3		3		2		2		1		1		1		5



全体	

泣き寝入り、諦めた	被害にあわなかった	気づいた時点で利用しない	直接苦情を言った（メール等含む）	どうしたらよいのかわからない、怖いので何も言えない	誰かに相談	無視する、相手にしない	消費者センターに相談	キャンセルした	弁護士に相談	クーリングオフ	自己破産した	非業者による補填を受けた	その他	32	14	13	9	9	5	3	3	2	2	1	1	1	5	



（単位：回答数）



GTQ23.

		Q23.消費者被害経験の解決・解消の割合(各SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						50.75		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		解決した/ 解決に向かっているた－計														全てが解決した/
 解決に向かっている		7割から8割が解決した
/ 解決に向かっている		半分くらいが解決した
/ 解決に向かっている		2割から3割が解決した
/ 解決に向かっている		どれも解決しなかった
/ 解決の見込みがない		解決した/ 解決に向かっているた－計

		15.75						N=

						【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		[104]												85.6										【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった		104		75.0		3.8		3.8		2.9		14.4		85.6

						【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		[55]												83.6								1		【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった		55		69.1		7.3		7.3				16.4		83.6

						【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた		[102]												61.8								6		【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた		102		52.9		2.0		4.9		2.0		38.2		61.8

		5.25







全てが解決した/	
 解決に向かっている	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	75	69.099999999999994	52.9	7割から8割が解決した	
/ 解決に向かっている	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	3.8	7.3	2	半分くらいが解決した	
/ 解決に向かっている	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	3.8	7.3	4.9000000000000004	2割から3割が解決した	
/ 解決に向かっている	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	2.9	2	どれも解決しなかった	
/ 解決の見込みがない	

【不当な勧誘】	
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービスを購入・契約させられた／させられそうになった	【不当な契約内容】	
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・同意をさせられた／させられそうになった	【不当な表示】	
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／しそうになったが、実際は異なっていた	14.4	16.399999999999999	38.200000000000003	







oQ24.

		Q24.適格消費者団体・特定適格消費者団体の対応についての評価(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0		6.0		7.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																丁寧に情報を
受け止めて
くれた		団体として
事業者の不当な
行為を止めてくれた		団体として事業者
からお金を
取り戻してくれた		特に何もなかった		解決しなかった		どちらとも
いえない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[9]																						全　　体 ゼン カラダ		9		33.3		44.4		11.1		11.1





























		5.25







丁寧に情報を	
受け止めて	
くれた	

全　　体	33.299999999999997	団体として	
事業者の不当な	
行為を止めてくれた	

全　　体	44.4	団体として事業者	
からお金を	
取り戻してくれた	

全　　体	11.1	特に何もなかった	

全　　体	11.1	解決しなかった	全　　体	どちらとも	
いえない	全　　体	その他	全　　体	







oQ25.

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【性別】　　　　　男性		[101]																				1		【性別】　　　　　男性		101		22.8		61.4		14.9		1.0

						女性		[86]																				2		女性		86		22.1		67.4		10.5

						【年齢別】18～29歳		[5]																				3		【年齢別】18～29歳		5		20.0		80.0

						30代		[18]																				4		30代		18		50.0		44.4		5.6

						40代		[26]																				5		40代		26		11.5		73.1		15.4

						50代		[47]																				6		50代		47		12.8		74.5		12.8

						60代		[48]																				7		60代		48		31.3		58.3		10.4

						70代以上		[43]																				8		70代以上		43		18.6		60.5		18.6		2.3

						【性×年齢別】男性18～39歳		[15]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		15		46.7		46.7		6.7

						男性40～50代		[44]																				10		男性40～50代		44		13.6		72.7		13.6

						男性60代以上		[42]																				11		男性60代以上		42		23.8		54.8		19.0		2.4

						女性18～39歳		[8]																				12		女性18～39歳		8		37.5		62.5

						女性40～50代		[29]																				13		女性40～50代		29		10.3		75.9		13.8

						女性60代以上		[49]																				14		女性60代以上		49		26.5		63.3		10.2

		5.25







知っていた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	22.5	22.8	22.1	20	50	11.5	12.8	31.3	18.600000000000001	46.7	13.6	23.8	37.5	10.3	26.5	知らなかった	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	64.2	61.4	67.400000000000006	80	44.4	73.099999999999994	74.5	58.3	60.5	46.7	72.7	54.8	62.5	75.900000000000006	63.3	覚えていない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	12.8	14.9	10.5	5.6	15.4	12.8	10.4	18.600000000000001	6.7	13.6	19	13.8	10.199999999999999	その他	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.5	1	2.2999999999999998	2.4	







oQ25. (2)

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【居住地域】　　　北海道		[19]																				1		【居住地域】　　　北海道		19		15.8		57.9		26.3

						関東（東京除く）		[50]																				2		関東（東京除く）		50		22.0		68.0		10.0

						東京都		[28]																				3		東京都		28		25.0		67.9		3.6		3.6

						中部		[35]																				4		中部		35		25.7		62.9		11.4

						近畿		[27]																				5		近畿		27		11.1		70.4		18.5

						中国・四国		[13]																				6		中国・四国		13		38.5		46.2		15.4

						九州・沖縄		[15]																				7		九州・沖縄		15		26.7		60.0		13.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[58]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		58		25.9		65.5		8.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[29]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		29		20.7		55.2		24.1

						自営業・自由業		[17]																				10		自営業・自由業		17		23.5		64.7		11.8

						専業主婦・主夫		[37]																				11		専業主婦・主夫		37		27.0		64.9		8.1

						無職		[42]																				12		無職		42		11.9		69.0		16.7		2.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	15.8	22	25	25.7	11.1	38.5	26.7	25.9	20.7	23.5	27	11.9	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタ	イムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	57.9	68	67.900000000000006	62.9	70.400000000000006	46.2	60	65.5	55.2	64.7	64.900000000000006	69	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	26.3	10	3.6	11.4	18.5	15.4	13.3	8.6	24.1	11.8	8.1	16.7	15.7	6.7	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	3.6	2.4	1.7	







bQ26.



						Q26.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知しつつも相談しなかった理由(MA)

																																																				8		3		2		1		7		9		11		4		5		10		6		12

										N=		自ら解決しようと思ったから		解決につながるとは思えなかったから		差止や被害回復の対象になるとは思えなかったから		制度についてよくわからなかったから		解決することを諦めていたから		他に信用できる人や組織があったから		相談窓口がよくわからなかったから		訴訟になると負担が大きいと思ったから		個人の名前等が表に出るのではないかと思ったから		差止や被害回復の実績が少なかったから		団体を信用できなかったから		その他																N		自ら解決しようと思ったから		解決につながるとは思えなかったから		差止や被害回復の対象になるとは思えなかったから		制度についてよくわからなかったから		解決することを諦めていたから		他に信用できる人や組織があったから		相談窓口がよくわからなかったから		訴訟になると負担が大きいと思ったから		個人の名前等が表に出るのではないかと思ったから		差止や被害回復の実績が少なかったから		団体を信用できなかったから		その他

						全体				[38]		47.4		21.1		13.2		10.5		10.5		10.5		10.5		7.9		7.9		5.3		2.6		18.4												全体::		全体		38		47.4		21.1		13.2		10.5		10.5		10.5		10.5		7.9		7.9		5.3		2.6		18.4







全体	

自ら解決しようと思ったから	解決につながるとは思えなかったから	差止や被害回復の対象になるとは思えなかったから	制度についてよくわからなかったから	解決することを諦めていたから	他に信用できる人や組織があったから	相談窓口がよくわからなかったから	訴訟になると負担が大きいと思ったから	個人の名前等が表に出るのではないかと思ったから	差止や被害回復の実績が少なかったから	団体を信用できなかったから	その他	47.4	21.1	13.2	10.5	10.5	10.5	10.5	7.9	7.9	5.3	2.6	18.399999999999999	



（単位：％）



oQ27.

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【性別】　　　　　男性		[62]																				1		【性別】　　　　　男性		62		43.5		19.4		35.5		1.6

						女性		[58]																				2		女性		58		50.0		22.4		27.6

						【年齢別】18～29歳		[4]																				3		【年齢別】18～29歳		4		50.0		50.0

						30代		[8]																				4		30代		8		37.5		37.5		25.0

						40代		[19]																				5		40代		19		52.6		15.8		31.6

						50代		[35]																				6		50代		35		42.9		25.7		31.4

						60代		[28]																				7		60代		28		46.4		14.3		35.7		3.6

						70代以上		[26]																				8		70代以上		26		50.0		15.4		34.6

						【性×年齢別】男性18～39歳		[7]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		7		42.9		28.6		28.6

						男性40～50代		[32]																				10		男性40～50代		32		43.8		25.0		31.3

						男性60代以上		[23]																				11		男性60代以上		23		43.5		8.7		43.5		4.3

						女性18～39歳		[5]																				12		女性18～39歳		5		40.0		60.0

						女性40～50代		[22]																				13		女性40～50代		22		50.0		18.2		31.8

						女性60代以上		[31]																				14		女性60代以上		31		51.6		19.4		29.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	46.7	43.5	50	50	37.5	52.6	42.9	46.4	50	42.9	43.8	43.5	40	50	51.6	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	20.8	19.399999999999999	22.4	50	37.5	15.8	25.7	14.3	15.4	28.6	25	8.6999999999999993	60	18.2	19.399999999999999	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	31.7	35.5	27.6	25	31.6	31.4	35.700000000000003	34.6	28.6	31.3	43.5	31.8	29	その他	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.8	1.6	3.6	4.3	







oQ27. (2)

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【居住地域】　　　北海道		[11]																				1		【居住地域】　　　北海道		11		45.5		18.2		36.4

						関東（東京除く）		[34]																				2		関東（東京除く）		34		44.1		26.5		29.4

						東京都		[19]																				3		東京都		19		68.4		5.3		26.3

						中部		[22]																				4		中部		22		27.3		40.9		31.8

						近畿		[19]																				5		近畿		19		57.9		15.8		26.3

						中国・四国		[6]																				6		中国・四国		6		33.3		16.7		33.3		16.7

						九州・沖縄		[9]																				7		九州・沖縄		9		44.4				55.6

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[38]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		38		55.3		28.9		15.8

						パート・アルバイト・非常勤等		[16]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		16		43.8		12.5		43.8

						自営業・自由業		[11]																				10		自営業・自由業		11		45.5		18.2		36.4

						専業主婦・主夫		[24]																				11		専業主婦・主夫		24		45.8		25.0		29.2

						無職		[29]																				12		無職		29		37.9		10.3		48.3		3.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	45.5	44.1	68.400000000000006	27.3	57.9	33.299999999999997	44.4	55.3	43.8	45.5	45.8	37.9	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	18.2	26.5	5.3	40.9	15.8	16.7	28.9	12.5	18.2	25	10.3	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	36.4	29.4	26.3	31.8	26.3	33.299999999999997	55.6	15.8	43.8	36.4	29.2	48.3	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	16.7	3.4	2	







bQ28. GT



						Q28.（特定）適格消費者団体に活動してほしいトラブル類型・取引類型領域(MA)

																																																																1		4		6		3		2		5		7		8		10		9		13		15		14		11		12		16		17		18

										N=		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない																N		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない

						全体				[1000]		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5												全体::		全体		1000		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5



		1				性別		男性		[527]		49.3		49.0		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18.0		16.3		10.2		0.2		23.5														男性		527		49.3		49		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18		16.3		10.2		0.2		23.5

		2						女性		[473]		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37.0		-		14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18.0		11.2		0.4		19.2														女性		473		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37				14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18		11.2		0.4		19.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		40.0		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5		-		29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8		-		33.8														18～29歳		65		40		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5				29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8				33.8

		4						30代		[119]		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9		-		24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6		-		30.3														30代		119		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9				24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6				30.3

		5						40代		[163]		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2		-		19.0		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7		-		25.8														40代		163		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2				19		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7				25.8

		6						50代		[206]		52.9		50.0		41.3		30.6		37.4		34.0		-		17.5		47.6		51.0		26.7		18.0		19.4		17.5		17.5		10.2		-		23.3														50代		206		52.9		50		41.3		30.6		37.4		34				17.5		47.6		51		26.7		18		19.4		17.5		17.5		10.2				23.3

		7						60代		[233]		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6		-		12.0		52.8		48.9		33.0		20.2		20.2		20.6		21.0		7.7		0.9		15.9														60代		233		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6				12		52.8		48.9		33		20.2		20.2		20.6		21		7.7		0.9		15.9

		8						70代以上		[214]		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21.0		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14.0														70代以上		214		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4		-		26.7		40.0		35.2		21.0		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3		-		33.3														男性18～39歳		105		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4				26.7		40		35.2		21		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3				33.3

		10						男性40～50代		[189]		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6		-		20.1		42.9		36.0		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6		-		27.5														男性40～50代		189		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6				20.1		42.9		36		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6				27.5

		11						男性60代以上		[233]		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12.0		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9														男性60代以上		233		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9

		12						女性18～39歳		[79]		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8		-		25.3		43.0		45.6		19.0		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7		-		29.1														女性18～39歳		79		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8				25.3		43		45.6		19		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7				29.1

		13						女性40～50代		[180]		56.7		48.9		42.8		35.0		37.2		34.4		-		16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20.0		20.6		20.0		12.8		-		21.1														女性40～50代		180		56.7		48.9		42.8		35		37.2		34.4				16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20		20.6		20		12.8				21.1

		14						女性60代以上		[214]		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4		-		8.4		52.8		49.5		35.0		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14.0														女性60代以上		214		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4				8.4		52.8		49.5		35		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

商品・サービスの不当な勧誘の停止	不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復	これらの被害が発生した際の相談対応	商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正	商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正	これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動	上記以外のトラブル類型	トラブル類型については、あてはまるものがない	詐欺的な投資取引の勧誘	訪問販売や電話勧誘販売の勧誘	インターネット上の通販広告	商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約	商品・サービス一般の取引の利用規約	カタログや新聞などの通販広告	テレビショッピングでの通販広告	ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約	上記以外の取引類型	取引類型については、あてはまるものはない	51.4	50.2	41.7	37.9	35.200000000000003	35.1	0.2	16.100000000000001	48.8	46.4	28.7	19.899999999999999	18.600000000000001	18.399999999999999	17.100000000000001	10.7	0.3	21.5	



（単位：％）



bQ28.



						Q28.（特定）適格消費者団体に活動してほしいトラブル類型・取引類型領域(MA)

																																																																1		4		6		3		2		5		7		8		10		9		13		15		14		11		12		16		17		18

										N=		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない																N		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない

						全体				[1000]		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5												全体::		全体		1000		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5

		1				性別		男性		[527]		49.3		49.0		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18.0		16.3		10.2		0.2		23.5														男性		527		49.3		49		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18		16.3		10.2		0.2		23.5

		2						女性		[473]		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37.0		-		14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18.0		11.2		0.4		19.2														女性		473		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37				14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18		11.2		0.4		19.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		40.0		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5		-		29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8		-		33.8														18～29歳		65		40		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5				29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8				33.8

		4						30代		[119]		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9		-		24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6		-		30.3														30代		119		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9				24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6				30.3

		5						40代		[163]		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2		-		19.0		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7		-		25.8														40代		163		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2				19		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7				25.8

		6						50代		[206]		52.9		50.0		41.3		30.6		37.4		34.0		-		17.5		47.6		51.0		26.7		18.0		19.4		17.5		17.5		10.2		-		23.3														50代		206		52.9		50		41.3		30.6		37.4		34				17.5		47.6		51		26.7		18		19.4		17.5		17.5		10.2				23.3

		7						60代		[233]		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6		-		12.0		52.8		48.9		33.0		20.2		20.2		20.6		21.0		7.7		0.9		15.9														60代		233		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6				12		52.8		48.9		33		20.2		20.2		20.6		21		7.7		0.9		15.9

		8						70代以上		[214]		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21.0		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14.0														70代以上		214		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4		-		26.7		40.0		35.2		21.0		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3		-		33.3														男性18～39歳		105		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4				26.7		40		35.2		21		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3				33.3

		10						男性40～50代		[189]		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6		-		20.1		42.9		36.0		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6		-		27.5														男性40～50代		189		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6				20.1		42.9		36		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6				27.5

		11						男性60代以上		[233]		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12.0		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9														男性60代以上		233		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9

		12						女性18～39歳		[79]		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8		-		25.3		43.0		45.6		19.0		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7		-		29.1														女性18～39歳		79		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8				25.3		43		45.6		19		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7				29.1

		13						女性40～50代		[180]		56.7		48.9		42.8		35.0		37.2		34.4		-		16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20.0		20.6		20.0		12.8		-		21.1														女性40～50代		180		56.7		48.9		42.8		35		37.2		34.4				16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20		20.6		20		12.8				21.1

		14						女性60代以上		[214]		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4		-		8.4		52.8		49.5		35.0		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14.0														女性60代以上		214		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4				8.4		52.8		49.5		35		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

商品・サービスの不当な勧誘の停止	不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復	これらの被害が発生した際の相談対応	商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正	商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正	これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動	上記以外のトラブル類型	トラブル類型については、あてはまるものがない	詐欺的な投資取引の勧誘	訪問販売や電話勧誘販売の勧誘	インターネット上の通販広告	商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約	商品・サービス一般の取引の利用規約	カタログや新聞などの通販広告	テレビショッピングでの通販広告	ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約	上記以外の取引類型	取引類型については、あてはまるものはない	51.4	50.2	41.7	37.9	35.200000000000003	35.1	0.2	16.100000000000001	48.8	46.4	28.7	19.899999999999999	18.600000000000001	18.399999999999999	17.100000000000001	10.7	0.3	21.5	



（単位：％）



bQ28. (2)



						Q28.（特定）適格消費者団体に活動してほしいトラブル類型・取引類型領域(MA)

																																																																1		4		6		3		2		5		7		8		10		9		13		15		14		11		12		16		17		18

										N=		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない																N		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない

						全体				[1000]		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5												全体::		全体		1000		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5

		1				居住地域別		北海道		[88]		47.7		48.9		39.8		39.8		36.4		36.4		-		14.8		42.0		42.0		28.4		18.2		18.2		18.2		19.3		14.8		-		26.1														北海道		88		47.7		48.9		39.8		39.8		36.4		36.4				14.8		42		42		28.4		18.2		18.2		18.2		19.3		14.8				26.1

		2						関東（東京除く）		[258]		47.7		46.5		38.8		38.0		34.1		37.2		0.4		20.2		49.6		41.9		26.0		20.2		19.4		20.2		17.4		12.4		0.4		25.6														関東（東京除く）		258		47.7		46.5		38.8		38		34.1		37.2		0.4		20.2		49.6		41.9		26		20.2		19.4		20.2		17.4		12.4		0.4		25.6

		3						東京都		[151]		55.6		47.0		47.7		32.5		31.1		36.4		0.7		15.2		45.7		43.7		32.5		22.5		18.5		19.2		15.2		11.9		-		21.9														東京都		151		55.6		47		47.7		32.5		31.1		36.4		0.7		15.2		45.7		43.7		32.5		22.5		18.5		19.2		15.2		11.9				21.9

		4						中部		[156]		55.1		57.1		41.0		40.4		38.5		36.5		-		14.1		51.9		51.9		28.2		21.8		23.1		23.7		19.2		13.5		-		19.2														中部		156		55.1		57.1		41		40.4		38.5		36.5				14.1		51.9		51.9		28.2		21.8		23.1		23.7		19.2		13.5				19.2

		5						近畿		[207]		49.8		51.7		40.6		38.6		36.7		30.0		-		16.4		50.2		46.4		27.5		16.9		14.5		14.0		14.5		4.3		1.0		20.8														近畿		207		49.8		51.7		40.6		38.6		36.7		30				16.4		50.2		46.4		27.5		16.9		14.5		14		14.5		4.3		1		20.8

		6						中国・四国		[65]		49.2		49.2		43.1		30.8		29.2		29.2		-		15.4		40.0		47.7		32.3		16.9		15.4		16.9		20.0		9.2		-		18.5														中国・四国		65		49.2		49.2		43.1		30.8		29.2		29.2				15.4		40		47.7		32.3		16.9		15.4		16.9		20		9.2				18.5

		7						九州・沖縄		[75]		58.7		53.3		45.3		45.3		40.0		40.0		-		9.3		57.3		60.0		32.0		22.7		21.3		13.3		17.3		10.7		-		10.7														九州・沖縄		75		58.7		53.3		45.3		45.3		40		40				9.3		57.3		60		32		22.7		21.3		13.3		17.3		10.7				10.7

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		46.5		43.9		34.9		34.3		32.4		31.1		-		19.9		45.2		39.4		23.7		19.6		18.6		18.6		15.7		11.2		-		26.3														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		46.5		43.9		34.9		34.3		32.4		31.1				19.9		45.2		39.4		23.7		19.6		18.6		18.6		15.7		11.2				26.3

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		52.1		47.9		41.8		37.0		37.0		34.2		-		15.1		48.6		51.4		25.3		17.8		19.2		17.8		13.0		8.9		0.7		19.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		52.1		47.9		41.8		37		37		34.2				15.1		48.6		51.4		25.3		17.8		19.2		17.8		13		8.9		0.7		19.2

		10						自営業・自由業		[89]		44.9		57.3		46.1		33.7		38.2		46.1		-		20.2		40.4		38.2		32.6		24.7		24.7		14.6		19.1		14.6		-		23.6														自営業・自由業		89		44.9		57.3		46.1		33.7		38.2		46.1				20.2		40.4		38.2		32.6		24.7		24.7		14.6		19.1		14.6				23.6

		11						専業主婦・主夫		[201]		59.7		54.7		42.3		36.3		32.3		33.3		-		11.9		52.2		51.2		33.8		20.4		14.4		21.4		18.9		9.5		0.5		17.9														専業主婦・主夫		201		59.7		54.7		42.3		36.3		32.3		33.3				11.9		52.2		51.2		33.8		20.4		14.4		21.4		18.9		9.5		0.5		17.9

		12						無職		[236]		52.5		54.2		48.7		47.0		40.3		38.1		0.8		14.0		53.4		50.8		31.8		19.5		19.1		17.8		19.5		10.6		0.4		19.1														無職		236		52.5		54.2		48.7		47		40.3		38.1		0.8		14		53.4		50.8		31.8		19.5		19.1		17.8		19.5		10.6		0.4		19.1

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[460]		55.9		58.3		45.4		44.8		39.1		41.3		0.2		9.8		53.3		49.6		38.5		23.9		22.8		24.6		22.4		14.1		0.2		14.3														認知者		460		55.9		58.3		45.4		44.8		39.1		41.3		0.2		9.8		53.3		49.6		38.5		23.9		22.8		24.6		22.4		14.1		0.2		14.3

		14						非認知者		[540]		47.6		43.3		38.5		32.0		31.9		29.8		0.2		21.5		45.0		43.7		20.4		16.5		15.0		13.1		12.6		7.8		0.4		27.6														非認知者		540		47.6		43.3		38.5		32		31.9		29.8		0.2		21.5		45		43.7		20.4		16.5		15		13.1		12.6		7.8		0.4		27.6

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		61.5		67.4		49.2		48.7		42.8		47.6		0.5		3.7		54.0		58.8		44.4		25.1		25.1		27.3		26.2		14.4		1.1		7.0														消費者被害経験者		187		61.5		67.4		49.2		48.7		42.8		47.6		0.5		3.7		54		58.8		44.4		25.1		25.1		27.3		26.2		14.4		1.1		7

		16						消費者被害非経験者		[813]		49.1		46.2		40.0		35.4		33.5		32.2		0.1		18.9		47.6		43.5		25.1		18.7		17.1		16.4		15.0		9.8		0.1		24.8														消費者被害非経験者		813		49.1		46.2		40		35.4		33.5		32.2		0.1		18.9		47.6		43.5		25.1		18.7		17.1		16.4		15		9.8		0.1		24.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

商品・サービスの不当な勧誘の停止	不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復	これらの被害が発生した際の相談対応	商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正	商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正	これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動	上記以外のトラブル類型	トラブル類型については、あてはまるものがない	詐欺的な投資取引の勧誘	訪問販売や電話勧誘販売の勧誘	インターネット上の通販広告	商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約	商品・サービス一般の取引の利用規約	カタログや新聞などの通販広告	テレビショッピングでの通販広告	ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約	上記以外の取引類型	取引類型については、あてはまるものはない	51.4	50.2	41.7	37.9	35.200000000000003	35.1	0.2	16.100000000000001	48.8	46.4	28.7	19.899999999999999	18.600000000000001	18.399999999999999	17.100000000000001	10.7	0.3	21.5	



（単位：％）



bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				居住地域別		北海道		[32]		81.3		78.1		71.9		43.8		65.6		-		3.1														北海道		32		81.3		78.1		71.9		43.8		65.6				3.1

		2						関東（東京除く）		[88]		75.0		67.0		62.5		58.0		56.8		1.1		8.0														関東（東京除く）		88		75		67		62.5		58		56.8		1.1		8

		3						東京都		[47]		80.9		66.0		57.4		51.1		51.1		-		10.6														東京都		47		80.9		66		57.4		51.1		51.1				10.6

		4						中部		[60]		81.7		65.0		56.7		63.3		50.0		-		8.3														中部		60		81.7		65		56.7		63.3		50				8.3

		5						近畿		[76]		85.5		64.5		56.6		51.3		43.4		-		6.6														近畿		76		85.5		64.5		56.6		51.3		43.4				6.6

		6						中国・四国		[19]		78.9		68.4		47.4		68.4		57.9		-		10.5														中国・四国		19		78.9		68.4		47.4		68.4		57.9				10.5

		7						九州・沖縄		[30]		83.3		76.7		63.3		56.7		50.0		-		3.3														九州・沖縄		30		83.3		76.7		63.3		56.7		50				3.3

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[101]		82.2		61.4		61.4		57.4		48.5		-		7.9														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		101		82.2		61.4		61.4		57.4		48.5				7.9

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[54]		85.2		74.1		53.7		51.9		46.3		-		5.6														パート・アルバイト・非常勤等		54		85.2		74.1		53.7		51.9		46.3				5.6

		10						自営業・自由業		[34]		73.5		64.7		64.7		55.9		55.9		-		8.8														自営業・自由業		34		73.5		64.7		64.7		55.9		55.9				8.8

		11						専業主婦・主夫		[65]		72.3		58.5		50.8		44.6		44.6		-		10.8														専業主婦・主夫		65		72.3		58.5		50.8		44.6		44.6				10.8

		12						無職		[95]		84.2		78.9		65.3		62.1		63.2		1.1		5.3														無職		95		84.2		78.9		65.3		62.1		63.2		1.1		5.3

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ29

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【性別】　　　　　男性		[527]												75.9		6.5						1		【性別】　　　　　男性		527		38.0		38.0		17.6		3.6		2.8		75.9		6.5

						女性		[473]												78.2		4.0						2		女性		473		37.0		41.2		17.8		1.7		2.3		78.2		4.0

						【年齢別】18～29歳		[65]												49.2		9.2						3		【年齢別】18～29歳		65		20.0		29.2		41.5		1.5		7.7		49.2		9.2

						30代		[119]												65.5		6.7						4		30代		119		28.6		37.0		27.7		1.7		5.0		65.5		6.7

						40代		[163]												73.0		9.8						5		40代		163		36.2		36.8		17.2		5.5		4.3		73.0		9.8

						50代		[206]												75.7		3.4						6		50代		206		33.0		42.7		20.9		1.9		1.5		75.7		3.4

						60代		[233]												82.8		4.3						7		60代		233		44.2		38.6		12.9		2.6		1.7		82.8		4.3

						70代以上		[214]												89.7		2.8						8		70代以上		214		45.8		43.9		7.5		2.3		0.5		89.7		2.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]												58.1		8.6						9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		27.6		30.5		33.3		1.0		7.6		58.1		8.6

						男性40～50代		[189]												74.1		7.9						10		男性40～50代		189		32.3		41.8		18.0		5.3		2.6		74.1		7.9

						男性60代以上		[233]												85.4		4.3						11		男性60代以上		233		47.2		38.2		10.3		3.4		0.9		85.4		4.3

						女性18～39歳		[79]												62.0		6.3						12		女性18～39歳		79		22.8		39.2		31.6		2.5		3.8		62.0		6.3

						女性40～50代		[180]												75.0		4.4						13		女性40～50代		180		36.7		38.3		20.6		1.7		2.8		75.0		4.4

						女性60代以上		[214]												86.9		2.8						14		女性60代以上		214		42.5		44.4		10.3		1.4		1.4		86.9		2.8

		5.25







感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	37.5	38	37	20	28.6	36.200000000000003	33	44.2	45.8	27.6	32.299999999999997	47.2	22.8	36.700000000000003	42.5	まあ感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	39.5	38	41.2	29.2	37	36.799999999999997	42.7	38.6	43.9	30.5	41.8	38.200000000000003	39.200000000000003	38.299999999999997	44.4	どちらともいえない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	17.7	17.600000000000001	17.8	41.5	27.7	17.2	20.9	12.9	7.5	33.299999999999997	18	10.3	31.6	20.6	10.3	あまり感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.7	3.6	1.7	1.5	1.7	5.5	1.9	2.6	2.2999999999999998	1	5.3	3.4	2.5	1.7	1.4	感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.6	2.8	2.2999999999999998	7.7	5	4.3	1.5	1.7	0.5	7.6	2.6	0.9	3.8	2.8	1.4	







oQ29.(2)

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【居住地域】　　　北海道		[88]												75.0		6.8						1		【居住地域】　　　北海道		88		33.0		42.0		18.2		4.5		2.3		75.0		6.8

						関東（東京除く）		[258]												77.9		6.6						2		関東（東京除く）		258		38.4		39.5		15.5		3.5		3.1		77.9		6.6

						東京都		[151]												76.8		6.0						3		東京都		151		33.1		43.7		17.2		2.6		3.3		76.8		6.0

						中部		[156]												75.0		3.8						4		中部		156		36.5		38.5		21.2		2.6		1.3		75.0		3.8

						近畿		[207]												75.4		5.3						5		近畿		207		38.6		36.7		19.3		1.4		3.9		75.4		5.3

						中国・四国		[65]												76.9		3.1						6		中国・四国		65		43.1		33.8		20.0		1.5		1.5		76.9		3.1

						九州・沖縄		[75]												85.3		2.7						7		九州・沖縄		75		42.7		42.7		12.0		2.7				85.3		2.7

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]												69.2		8.3						8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		33.3		35.9		22.4		2.9		5.4		69.2		8.3

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]												71.2		6.2						9		パート・アルバイト・非常勤等		146		37.0		34.2		22.6		3.4		2.7		71.2		6.2

						自営業・自由業		[89]												78.7		4.5						10		自営業・自由業		89		36.0		42.7		16.9		3.4		1.1		78.7		4.5

						専業主婦・主夫		[201]												85.6		2.0						11		専業主婦・主夫		201		38.3		47.3		12.4		2.0				85.6		2.0

						無職		[236]												83.1		4.2						12		無職		236		43.2		39.8		12.7		2.5		1.7		83.1		4.2

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]												87.6		2.2						13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		45.9		41.7		10.2		0.7		1.5		87.6		2.2

						非認知者		[540]												68.0		8.0						14		非認知者		540		30.4		37.6		24.1		4.4		3.5		68.0		8.0

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]												93.6		1.6						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		58.3		35.3		4.8		1.6				93.6		1.6

						消費者被害非経験者		[813]												73.2		6.2						16		消費者被害非経験者		813		32.7		40.5		20.7		3.0		3.2		73.2		6.2

		5.25







感じる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	37.5	33	38.4	33.1	36.5	38.6	43.1	42.7	33.299999999999997	37	36	38.299999999999997	43.2	45.9	30.4	58.3	32.700000000000003	まあ感じる	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東	（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	39.5	42	39.5	43.7	38.5	36.700000000000003	33.799999999999997	42.7	35.9	34.200000000000003	42.7	47.3	39.799999999999997	41.7	37.6	35.299999999999997	40.5	どちらともいえない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知	別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	17.7	18.2	15.5	17.2	21.2	19.3	20	12	22.4	22.6	16.899999999999999	12.4	12.7	10.199999999999999	24.1	4.8	20.7	あまり感じない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.7	4.5	3.5	2.6	2.6	1.4	1.5	2.7	2.9	3.4	3.4	2	2.5	0.7	4.4000000000000004	1.6	3	感じない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.6	2.2999999999999998	3.1	3.3	1.3	3.9	1.5	5.4	2.7	1.1000000000000001	1.7	1.5	3.5	3.2	







bQ31.1



						Q31-1.2 回連続支払うと回答した理由(MA)

																																				2		1		3		4

										N=		消費者を守る制度はお金には換えがたいから		適切な金額であると思うから		その程度の被害は受けていると思うから		その他																N		消費者を守る制度はお金には換えがたいから		適切な金額であると思うから		その程度の被害は受けていると思うから		その他

						全体				[121]		64.5		47.1		18.2		1.7												全体::		全体		121		64.5		47.1		18.2		1.7

		1				性別		男性		[73]		64.4		46.6		20.5		2.7														男性		73		64.4		46.6		20.5		2.7

		2						女性		[48]		64.6		47.9		14.6		-														女性		48		64.6		47.9		14.6

		9				認知別 ニンチベツ		認知者		[70]		60.0		52.9		14.3		1.4														認知者		70		60		52.9		14.3		1.4

		10						非認知者		[51]		70.6		39.2		23.5		2.0														非認知者		51		70.6		39.2		23.5		2

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[31]		51.6		54.8		25.8		3.2														消費者被害経験者		31		51.6		54.8		25.8		3.2

		14						消費者被害非経験者		[90]		68.9		44.4		15.6		1.1														消費者被害非経験者		90		68.9		44.4		15.6		1.1



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者を守る制度はお金には換えがたいから	適切な金額であると思うから	その程度の被害は受けていると思うから	その他	64.5	47.1	18.2	1.7	



（単位：％）



bQ31.2



						Q31-2.2 回連続支払わないと回答した理由(MA)

																																														1		3		4		5		2		9		7		8		10

										N=		基金で運営するべきではないから		税金でまかなうべきであるから		金額が高すぎるから		金額で評価することが難しいから		消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから		消費者団体が信用できないから		制度の内容が理解できないから		消費者団体自身がやりたくてやっていることだから		その他																N		基金で運営するべきではないから		税金でまかなうべきであるから		金額が高すぎるから		金額で評価することが難しいから		消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから		消費者団体が信用できないから		制度の内容が理解できないから		消費者団体自身がやりたくてやっていることだから		その他

						全体				[636]		32.5		25.8		24.7		19.2		17.3		16.0		11.8		4.6		2.7												全体::		全体		636		32.5		25.8		24.7		19.2		17.3		16		11.8		4.6		2.7

		1				性別		男性		[333]		33.0		27.0		21.9		16.5		13.2		20.1		9.0		6.9		3.3														男性		333		33		27		21.9		16.5		13.2		20.1		9		6.9		3.3

		2						女性		[303]		32.0		24.4		27.7		22.1		21.8		11.6		14.9		2.0		2.0														女性		303		32		24.4		27.7		22.1		21.8		11.6		14.9		2		2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[41]		39.0		19.5		31.7		12.2		7.3		31.7		2.4		4.9		-														18～29歳		41		39		19.5		31.7		12.2		7.3		31.7		2.4		4.9

		4						30代		[86]		27.9		16.3		23.3		16.3		10.5		18.6		5.8		7.0		3.5														30代		86		27.9		16.3		23.3		16.3		10.5		18.6		5.8		7		3.5

		5						40代		[97]		29.9		20.6		22.7		14.4		10.3		17.5		11.3		6.2		-														40代		97		29.9		20.6		22.7		14.4		10.3		17.5		11.3		6.2

		6						50代		[137]		35.0		25.5		25.5		23.4		16.8		15.3		14.6		4.4		2.9														50代		137		35		25.5		25.5		23.4		16.8		15.3		14.6		4.4		2.9

		7						60代		[149]		34.9		31.5		25.5		19.5		24.8		14.8		12.1		4.0		2.0														60代		149		34.9		31.5		25.5		19.5		24.8		14.8		12.1		4		2

		8						70代以上		[126]		30.2		31.7		23.0		22.2		22.2		10.3		15.9		2.4		5.6														70代以上		126		30.2		31.7		23		22.2		22.2		10.3		15.9		2.4		5.6

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[75]		30.7		17.3		22.7		13.3		6.7		29.3		5.3		9.3		2.7														男性18～39歳		75		30.7		17.3		22.7		13.3		6.7		29.3		5.3		9.3		2.7

		10						男性40～50代		[115]		28.7		21.7		27.8		13.0		10.4		20.9		8.7		7.0		2.6														男性40～50代		115		28.7		21.7		27.8		13		10.4		20.9		8.7		7		2.6

		11						男性60代以上		[143]		37.8		36.4		16.8		21.0		18.9		14.7		11.2		5.6		4.2														男性60代以上		143		37.8		36.4		16.8		21		18.9		14.7		11.2		5.6		4.2

		12						女性18～39歳		[52]		32.7		17.3		30.8		17.3		13.5		13.5		3.8		1.9		1.9														女性18～39歳		52		32.7		17.3		30.8		17.3		13.5		13.5		3.8		1.9		1.9

		13						女性40～50代		[119]		37.0		25.2		21.0		26.1		17.6		11.8		17.6		3.4		0.8														女性40～50代		119		37		25.2		21		26.1		17.6		11.8		17.6		3.4		0.8

		14						女性60代以上		[132]		27.3		26.5		32.6		20.5		28.8		10.6		16.7		0.8		3.0														女性60代以上		132		27.3		26.5		32.6		20.5		28.8		10.6		16.7		0.8		3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

基金で運営するべきではないから	税金でまかなうべきであるから	金額が高すぎるから	金額で評価することが難しいから	消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから	消費者団体が信用できないから	制度の内容が理解できないから	消費者団体自身がやりたくてやっていることだから	その他	32.5	25.8	24.7	19.2	17.3	16	11.8	4.5999999999999996	2.7	



（単位：％）



bQ31.2 (2)



						'Q31-2.2 回連続支払わないと回答した理由(MA)

																																														1		3		4		5		2		9		7		8		10

										N=		基金で運営するべきではないから		税金でまかなうべきであるから		金額が高すぎるから		金額で評価することが難しいから		消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから		消費者団体が信用できないから		制度の内容が理解できないから		消費者団体自身がやりたくてやっていることだから		その他																N		基金で運営するべきではないから		税金でまかなうべきであるから		金額が高すぎるから		金額で評価することが難しいから		消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから		消費者団体が信用できないから		制度の内容が理解できないから		消費者団体自身がやりたくてやっていることだから		その他

						全体				[636]		32.5		25.8		24.7		19.2		17.3		16.0		11.8		4.6		2.7												全体::		全体		636		32.5		25.8		24.7		19.2		17.3		16		11.8		4.6		2.7

		1				居住地域別		北海道		[58]		37.9		36.2		20.7		13.8		10.3		12.1		6.9		1.7		-														北海道		58		37.9		36.2		20.7		13.8		10.3		12.1		6.9		1.7

		2						関東（東京除く）		[175]		35.4		25.7		22.3		14.3		16.6		16.6		14.3		6.9		4.6														関東（東京除く）		175		35.4		25.7		22.3		14.3		16.6		16.6		14.3		6.9		4.6

		3						東京都		[93]		32.3		25.8		17.2		24.7		17.2		20.4		16.1		3.2		2.2														東京都		93		32.3		25.8		17.2		24.7		17.2		20.4		16.1		3.2		2.2

		4						中部		[94]		31.9		27.7		28.7		21.3		17.0		16.0		10.6		6.4		3.2														中部		94		31.9		27.7		28.7		21.3		17		16		10.6		6.4		3.2

		5						近畿		[138]		29.7		22.5		24.6		21.0		18.1		17.4		10.1		2.9		0.7														近畿		138		29.7		22.5		24.6		21		18.1		17.4		10.1		2.9		0.7

		6						中国・四国		[36]		22.2		19.4		33.3		13.9		30.6		11.1		16.7		8.3		2.8														中国・四国		36		22.2		19.4		33.3		13.9		30.6		11.1		16.7		8.3		2.8

		7						九州・沖縄		[42]		33.3		23.8		40.5		28.6		16.7		9.5		2.4		-		4.8														九州・沖縄		42		33.3		23.8		40.5		28.6		16.7		9.5		2.4				4.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[196]		36.7		23.5		23.0		15.8		11.7		21.9		9.7		7.1		1.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		196		36.7		23.5		23		15.8		11.7		21.9		9.7		7.1		1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[100]		33.0		25.0		24.0		20.0		23.0		7.0		11.0		3.0		1.0														パート・アルバイト・非常勤等		100		33		25		24		20		23		7		11		3		1

		10						自営業・自由業		[53]		22.6		28.3		26.4		20.8		18.9		17.0		3.8		5.7		5.7														自営業・自由業		53		22.6		28.3		26.4		20.8		18.9		17		3.8		5.7		5.7

		11						専業主婦・主夫		[131]		29.0		24.4		26.0		26.7		25.2		12.2		13.7		2.3		1.5														専業主婦・主夫		131		29		24.4		26		26.7		25.2		12.2		13.7		2.3		1.5

		12						無職		[145]		34.5		31.0		25.5		16.6		14.5		15.2		17.2		2.8		5.5														無職		145		34.5		31		25.5		16.6		14.5		15.2		17.2		2.8		5.5

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[263]		36.9		33.8		22.8		22.1		16.3		7.6		9.5		3.4		4.6														認知者		263		36.9		33.8		22.8		22.1		16.3		7.6		9.5		3.4		4.6

		14						非認知者		[373]		29.5		20.1		26.0		17.2		18.0		22.0		13.4		5.4		1.3														非認知者		373		29.5		20.1		26		17.2		18		22		13.4		5.4		1.3

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		35.3		36.3		29.4		20.6		21.6		13.7		5.9		4.9		6.9														消費者被害経験者		102		35.3		36.3		29.4		20.6		21.6		13.7		5.9		4.9		6.9

		16						消費者被害非経験者		[534]		32.0		23.8		23.8		18.9		16.5		16.5		12.9		4.5		1.9														消費者被害非経験者		534		32		23.8		23.8		18.9		16.5		16.5		12.9		4.5		1.9



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

基金で運営するべきではないから	税金でまかなうべきであるから	金額が高すぎるから	金額で評価することが難しいから	消費者被害に遭うリスクはほとんど無いから	消費者団体が信用できないから	制度の内容が理解できないから	消費者団体自身がやりたくてやっていることだから	その他	32.5	25.8	24.7	19.2	17.3	16	11.8	4.5999999999999996	2.7	



（単位：％）



bQ31.3



						Q31-3.寄付してもいいと思う条件(MA)

																																												1		2		7		4		5		3		6		9

										N=		特にない		税額控除の対象になる		特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい		自分も共感する個別事案で、団体が活動する		団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける		自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する		団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる		その他																N		特にない		税額控除の対象になる		特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい		自分も共感する個別事案で、団体が活動する		団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける		自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する		団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる		その他

						全体				[636]		56.4		20.3		12.9		8.0		7.9		4.9		3.5		2.8												全体::		全体		636		56.4		20.3		12.9		8		7.9		4.9		3.5		2.8

		1				性別		男性		[333]		56.8		19.2		11.4		8.7		8.1		4.5		1.5		3.6														男性		333		56.8		19.2		11.4		8.7		8.1		4.5		1.5		3.6

		2						女性		[303]		56.1		21.5		14.5		7.3		7.6		5.3		5.6		2.0														女性		303		56.1		21.5		14.5		7.3		7.6		5.3		5.6		2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[41]		63.4		24.4		7.3		9.8		4.9		2.4		-		2.4														18～29歳		41		63.4		24.4		7.3		9.8		4.9		2.4				2.4

		4						30代		[86]		51.2		27.9		14.0		8.1		4.7		3.5		2.3		2.3														30代		86		51.2		27.9		14		8.1		4.7		3.5		2.3		2.3

		5						40代		[97]		56.7		21.6		8.2		7.2		9.3		5.2		5.2		2.1														40代		97		56.7		21.6		8.2		7.2		9.3		5.2		5.2		2.1

		6						50代		[137]		59.9		17.5		14.6		8.0		8.0		6.6		2.9		3.6														50代		137		59.9		17.5		14.6		8		8		6.6		2.9		3.6

		7						60代		[149]		59.7		17.4		13.4		6.0		6.0		3.4		4.7		2.7														60代		149		59.7		17.4		13.4		6		6		3.4		4.7		2.7

		8						70代以上		[126]		50.0		19.0		15.1		10.3		11.9		6.3		3.2		3.2														70代以上		126		50		19		15.1		10.3		11.9		6.3		3.2		3.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[75]		49.3		26.7		12.0		12.0		4.0		5.3		1.3		4.0														男性18～39歳		75		49.3		26.7		12		12		4		5.3		1.3		4

		10						男性40～50代		[115]		60.0		16.5		12.2		7.8		8.7		5.2		1.7		4.3														男性40～50代		115		60		16.5		12.2		7.8		8.7		5.2		1.7		4.3

		11						男性60代以上		[143]		58.0		17.5		10.5		7.7		9.8		3.5		1.4		2.8														男性60代以上		143		58		17.5		10.5		7.7		9.8		3.5		1.4		2.8

		12						女性18～39歳		[52]		63.5		26.9		11.5		3.8		5.8		-		1.9		-														女性18～39歳		52		63.5		26.9		11.5		3.8		5.8				1.9

		13						女性40～50代		[119]		57.1		21.8		11.8		7.6		8.4		6.7		5.9		1.7														女性40～50代		119		57.1		21.8		11.8		7.6		8.4		6.7		5.9		1.7

		14						女性60代以上		[132]		52.3		18.9		18.2		8.3		7.6		6.1		6.8		3.0														女性60代以上		132		52.3		18.9		18.2		8.3		7.6		6.1		6.8		3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

特にない	税額控除の対象になる	特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい	自分も共感する個別事案で、団体が活動する	団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける	自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する	団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる	その他	56.4	20.3	12.9	8	7.9	4.9000000000000004	3.5	2.8	



（単位：％）



bQ31.3 (2)



						'Q31-3.寄付してもいいと思う条件(MA)

																																												1		2		7		4		5		3		6		9

										N=		特にない		税額控除の対象になる		特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい		自分も共感する個別事案で、団体が活動する		団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける		自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する		団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる		その他																N		特にない		税額控除の対象になる		特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい		自分も共感する個別事案で、団体が活動する		団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける		自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する		団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる		その他

						全体				[636]		56.4		20.3		12.9		8.0		7.9		4.9		3.5		2.8												全体::		全体		636		56.4		20.3		12.9		8		7.9		4.9		3.5		2.8

		1				居住地域別		北海道		[58]		50.0		29.3		12.1		15.5		10.3		8.6		-		-														北海道		58		50		29.3		12.1		15.5		10.3		8.6

		2						関東（東京除く）		[175]		57.1		20.6		12.0		5.7		9.7		4.0		4.0		1.7														関東（東京除く）		175		57.1		20.6		12		5.7		9.7		4		4		1.7

		3						東京都		[93]		53.8		15.1		18.3		7.5		10.8		4.3		6.5		4.3														東京都		93		53.8		15.1		18.3		7.5		10.8		4.3		6.5		4.3

		4						中部		[94]		58.5		20.2		8.5		7.4		6.4		3.2		2.1		4.3														中部		94		58.5		20.2		8.5		7.4		6.4		3.2		2.1		4.3

		5						近畿		[138]		60.1		19.6		15.2		8.0		5.1		5.8		3.6		1.4														近畿		138		60.1		19.6		15.2		8		5.1		5.8		3.6		1.4

		6						中国・四国		[36]		52.8		25.0		2.8		8.3		8.3		5.6		-		5.6														中国・四国		36		52.8		25		2.8		8.3		8.3		5.6				5.6

		7						九州・沖縄		[42]		54.8		16.7		16.7		9.5		2.4		4.8		4.8		7.1														九州・沖縄		42		54.8		16.7		16.7		9.5		2.4		4.8		4.8		7.1

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[196]		59.7		21.4		8.7		9.7		5.6		6.6		2.6		1.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		196		59.7		21.4		8.7		9.7		5.6		6.6		2.6		1.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[100]		49.0		24.0		16.0		4.0		11.0		1.0		6.0		2.0														パート・アルバイト・非常勤等		100		49		24		16		4		11		1		6		2

		10						自営業・自由業		[53]		60.4		20.8		9.4		5.7		7.5		3.8		-		5.7														自営業・自由業		53		60.4		20.8		9.4		5.7		7.5		3.8				5.7

		11						専業主婦・主夫		[131]		51.9		18.3		17.6		11.5		8.4		8.4		5.3		2.3														専業主婦・主夫		131		51.9		18.3		17.6		11.5		8.4		8.4		5.3		2.3

		12						無職		[145]		60.0		17.2		13.8		6.2		9.0		2.8		2.8		4.1														無職		145		60		17.2		13.8		6.2		9		2.8		2.8		4.1

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[263]		50.2		24.0		17.5		8.7		8.7		6.8		4.2		3.8														認知者		263		50.2		24		17.5		8.7		8.7		6.8		4.2		3.8

		14						非認知者		[373]		60.9		17.7		9.7		7.5		7.2		3.5		2.9		2.1														非認知者		373		60.9		17.7		9.7		7.5		7.2		3.5		2.9		2.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		44.1		26.5		17.6		6.9		11.8		6.9		6.9		8.8														消費者被害経験者		102		44.1		26.5		17.6		6.9		11.8		6.9		6.9		8.8

		16						消費者被害非経験者		[534]		58.8		19.1		12.0		8.2		7.1		4.5		2.8		1.7														消費者被害非経験者		534		58.8		19.1		12		8.2		7.1		4.5		2.8		1.7



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

特にない	税額控除の対象になる	特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全体への基金への寄付）ならよい	自分も共感する個別事案で、団体が活動する	団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける	自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する	団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる	その他	56.4	20.3	12.9	8	7.9	4.9000000000000004	3.5	2.8	



（単位：％）



oQ33.

		Q33.手続きのIT化が参加への選択に影響を与えるか(SA)																																1.0		2.0		3.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																より手続きに参加
する方に影響を与えた		影響はなかった		手続きへの参加を
ためらう方に影響を与えた

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		16.4		60.8		22.8

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		18.2		62.8		19.0

						女性		[473]																				2		女性		473		14.4		58.6		27.1

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		18.5		66.2		15.4

						30代		[119]																				4		30代		119		20.2		67.2		12.6

						40代		[163]																				5		40代		163		19.0		62.0		19.0

						50代		[206]																				6		50代		206		15.0		61.7		23.3

						60代		[233]																				7		60代		233		13.3		60.1		26.6

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		16.4		54.7		29.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		20.0		66.7		13.3

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		21.7		61.4		16.9

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		14.6		62.2		23.2

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		19.0		67.1		13.9

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		11.7		62.2		26.1

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		15.0		52.3		32.7

		5.25







より手続きに参加	
する方に影響を与えた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	16.399999999999999	18.2	14.4	18.5	20.2	19	15	13.3	16.399999999999999	20	21.7	14.6	19	11.7	15	影響はなかった	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	60.8	62.8	58.6	66.2	67.2	62	61.7	60.1	54.7	66.7	61.4	62.2	67.099999999999994	62.2	52.3	手続きへの参加を	
ためらう方に影響を与えた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	22.8	19	27.1	15.4	12.6	19	23.3	26.6	29	13.3	16.899999999999999	23.2	13.9	26.1	32.700000000000003	







oQ33.(2)

		Q33.手続きのIT化が参加への選択に影響を与えるか(SA)																																1.0		2.0		3.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																より手続きに参加
する方に影響を与えた		影響はなかった		手続きへの参加を
ためらう方に影響を与えた

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		16.4		60.8		22.8

						【居住地域】　　　北海道		[88]																				1		【居住地域】　　　北海道		88		13.6		65.9		20.5

						関東（東京除く）		[258]																				2		関東（東京除く）		258		16.3		60.1		23.6

						東京都		[151]																				3		東京都		151		17.9		59.6		22.5

						中部		[156]																				4		中部		156		20.5		55.8		23.7

						近畿		[207]																				5		近畿		207		14.5		62.3		23.2

						中国・四国		[65]																				6		中国・四国		65		7.7		72.3		20.0

						九州・沖縄		[75]																				7		九州・沖縄		75		21.3		56.0		22.7

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		19.6		60.3		20.2

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		146		15.1		58.9		26.0

						自営業・自由業		[89]																				10		自営業・自由業		89		18.0		67.4		14.6

						専業主婦・主夫		[201]																				11		専業主婦・主夫		201		12.9		60.2		26.9

						無職		[236]																				12		無職		236		14.4		60.2		25.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		19.8		58.5		21.7

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		13.5		62.8		23.7

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		27.8		48.7		23.5

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		13.8		63.6		22.6

		5.25







より手続きに参加	
する方に影響を与えた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	16.399999999999999	13.6	16.3	17.899999999999999	20.5	14.5	7.7	21.3	19.600000000000001	15.1	18	12.9	14.4	19.8	13.5	27.8	13.8	影響はなかった	

全　　体	【居住	地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	60.8	65.900000000000006	60.1	59.6	55.8	62.3	72.3	56	60.3	58.9	67.400000000000006	60.2	60.2	58.5	62.8	48.7	63.6	手続きへの参加を	
ためらう方に影響を与えた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	22.8	20.5	23.6	22.5	23.7	23.2	20	22.7	20.2	26	14.6	26.9	25.4	21.7	23.7	23.5	22.6	







bQ34.



						Q34.IT化が< 手続きへの参加をためらう方に影響を与えた> とする理由(MA)

																																				1		2		3		4

										N=		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他																N		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他

						全体				[228]		70.6		46.1		7.0		3.5												全体::		全体		228		70.6		46.1		7		3.5

		1				性別		男性		[100]		63.0		44.0		9.0		4.0														男性		100		63		44		9		4

		2						女性		[128]		76.6		47.7		5.5		3.1														女性		128		76.6		47.7		5.5		3.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[14]		57.1		42.9		7.1		7.1														男性18～39歳		14		57.1		42.9		7.1		7.1

		10						男性40～50代		[32]		56.3		43.8		12.5		6.3														男性40～50代		32		56.3		43.8		12.5		6.3

		11						男性60代以上		[54]		68.5		44.4		7.4		1.9														男性60代以上		54		68.5		44.4		7.4		1.9

		12						女性18～39歳		[11]		45.5		36.4		18.2		9.1														女性18～39歳		11		45.5		36.4		18.2		9.1

		13						女性40～50代		[47]		80.9		46.8		-		2.1														女性40～50代		47		80.9		46.8				2.1

		14						女性60代以上		[70]		78.6		50.0		7.1		2.9														女性60代以上		70		78.6		50		7.1		2.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

個人情報等の漏洩が心配だから	書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから	PCやスマートフォンを持っていないから	その他	70.599999999999994	46.1	7	3.5	



（単位：％）



bQ34. (2)



						Q34.IT化が< 手続きへの参加をためらう方に影響を与えた> とする理由(MA)

																																				1		2		3		4

										N=		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他																N		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他

						全体				[228]		70.6		46.1		7.0		3.5												全体::		全体		228		70.6		46.1		7		3.5

		1				居住地域別		北海道		[18]		61.1		44.4		11.1		5.6														北海道		18		61.1		44.4		11.1		5.6

		2						関東（東京除く）		[61]		63.9		45.9		6.6		4.9														関東（東京除く）		61		63.9		45.9		6.6		4.9

		3						東京都		[34]		76.5		47.1		8.8		-														東京都		34		76.5		47.1		8.8

		4						中部		[37]		86.5		48.6		2.7		-														中部		37		86.5		48.6		2.7

		5						近畿		[48]		62.5		43.8		6.3		6.3														近畿		48		62.5		43.8		6.3		6.3

		6						中国・四国		[13]		69.2		53.8		7.7		7.7														中国・四国		13		69.2		53.8		7.7		7.7

		7						九州・沖縄		[17]		82.4		41.2		11.8		-														九州・沖縄		17		82.4		41.2		11.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[63]		61.9		33.3		11.1		7.9														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		63		61.9		33.3		11.1		7.9

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[38]		81.6		55.3		5.3		-														パート・アルバイト・非常勤等		38		81.6		55.3		5.3

		10						自営業・自由業		[13]		84.6		23.1		7.7		-														自営業・自由業		13		84.6		23.1		7.7

		11						専業主婦・主夫		[54]		70.4		50.0		3.7		3.7														専業主婦・主夫		54		70.4		50		3.7		3.7

		12						無職		[60]		70.0		55.0		6.7		1.7														無職		60		70		55		6.7		1.7

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[100]		76.0		44.0		7.0		3.0														認知者		100		76		44		7		3

		14						非認知者		[128]		66.4		47.7		7.0		3.9														非認知者		128		66.4		47.7		7		3.9

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[44]		65.9		50.0		6.8		6.8														消費者被害経験者		44		65.9		50		6.8		6.8

		16						消費者被害非経験者		[184]		71.7		45.1		7.1		2.7														消費者被害非経験者		184		71.7		45.1		7.1		2.7



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ				※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

個人情報等の漏洩が心配だから	書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから	PCやスマートフォンを持っていないから	その他	70.599999999999994	46.1	7	3.5	



（単位：％）



oQ35.1.

		Q35-1.最も望ましいと考える本人確認の方法(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出		上記に望ましいものはない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		28.1		16.1		9.2		27.2		19.4

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		31.1		17.6		10.6		21.1		19.5

						女性		[473]																				2		女性		473		24.7		14.4		7.6		34.0		19.2

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		32.3		16.9		6.2		23.1		21.5

						30代		[119]																				4		30代		119		31.1		21.0		9.2		12.6		26.1

						40代		[163]																				5		40代		163		23.3		23.9		7.4		23.9		21.5

						50代		[206]																				6		50代		206		24.8		18.4		7.3		28.6		20.9

						60代		[233]																				7		60代		233		24.0		12.9		11.6		34.8		16.7

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		36.4		8.4		10.7		29.4		15.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		29.5		18.1		10.5		16.2		25.7

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		28.0		23.3		7.4		19.6		21.7

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		34.3		12.9		13.3		24.5		15.0

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		34.2		21.5		5.1		16.5		22.8

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		20.0		18.3		7.2		33.9		20.6

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		25.2		8.4		8.9		40.7		16.8

		5.25







マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	28.1	31.1	24.7	32.299999999999997	31.1	23.3	24.8	24	36.4	29.5	28	34.299999999999997	34.200000000000003	20	25.2	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	16.100000000000001	17.600000000000001	14.4	16.899999999999999	21	23.9	18.399999999999999	12.9	8.4	18.100000000000001	23.3	12.9	21.5	18.3	8.4	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	9.1999999999999993	10.6	7.6	6.2	9.1999999999999993	7.4	7.3	11.6	10.7	10.5	7.4	13.3	5.0999999999999996	7.2	8.9	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	27.2	21.1	34	23.1	12.6	23.9	28.6	34.799999999999997	29.4	16.2	19.600000000000001	24.5	16.5	33.9	40.700000000000003	上記に望ましいものはない	

全　　体	【性別】　　　　	　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	19.399999999999999	19.5	19.2	21.5	26.1	21.5	20.9	16.7	15	25.7	21.7	15	22.8	20.6	16.8	







oQ35.1.(2)

		Q35-1.最も望ましいと考える本人確認の方法(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出		上記に望ましいものはない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		28.1		16.1		9.2		27.2		19.4

						【居住地域】　　　北海道		[88]																				1		【居住地域】　　　北海道		88		22.7		14.8		9.1		34.1		19.3

						関東（東京除く）		[258]																				2		関東（東京除く）		258		27.9		17.1		11.2		20.5		23.3

						東京都		[151]																				3		東京都		151		29.1		19.2		5.3		24.5		21.9

						中部		[156]																				4		中部		156		28.2		16.7		7.7		31.4		16.0

						近畿		[207]																				5		近畿		207		25.6		15.0		11.1		30.9		17.4

						中国・四国		[65]																				6		中国・四国		65		33.8		12.3		7.7		35.4		10.8

						九州・沖縄		[75]																				7		九州・沖縄		75		34.7		13.3		9.3		21.3		21.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		29.5		20.8		9.0		17.3		23.4

						パート・アルバイト・非常勤等		[146]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		146		21.9		16.4		9.6		33.6		18.5

						自営業・自由業		[89]																				10		自営業・自由業		89		32.6		27.0		9.0		15.7		15.7

						専業主婦・主夫		[201]																				11		専業主婦・主夫		201		27.9		11.4		6.5		39.3		14.9

						無職		[236]																				12		無職		236		28.8		9.3		11.9		30.1		19.9

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		31.1		19.3		9.8		25.2		14.6

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		25.6		13.3		8.7		28.9		23.5

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		26.7		21.9		11.8		26.2		13.4

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		28.4		14.8		8.6		27.4		20.8

		5.25







マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	28.1	22.7	27.9	29.1	28.2	25.6	33.799999999999997	34.700000000000003	29.5	21.9	32.6	27.9	28.8	31.1	25.6	26.7	28.4	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	16.100000000000001	14.8	17.100000000000001	19.2	16.7	15	12.3	13.3	20.8	16.399999999999999	27	11.4	9.3000000000000007	19.3	13.3	21.9	14.8	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	9.1999999999999993	9.1	11.2	5.3	7.7	11.1	7.7	9.3000000000000007	9	9.6	9	6.5	11.9	9.8000000000000007	8.6999999999999993	11.8	8.6	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	27.2	34.1	20.5	24.5	31.4	30.9	35.4	21.3	17.3	33.6	15.7	39.299999999999997	30.1	25.2	28.9	26.2	27.4	上記に望ましいものはない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦	・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	19.399999999999999	19.3	23.3	21.9	16	17.399999999999999	10.8	21.3	23.4	18.5	15.7	14.9	19.899999999999999	14.6	23.5	13.4	20.8	







FQ35.2



						Q35-2.最も望ましいと考える本人確認の方法（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ

						マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意する必要があります）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）

																																		（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																																				2		3		6		8		7		9		4		1		10		5		11		12

										N=		簡単、便利だから		間違いない、確実、信頼性、セキュリティが高い		マイナンバーカードを活用すべき、普及させるべきだから		オンラインで完結するから		せっかく作ったので、持っているので		良いから、他に考えられないから		速い		これ１つで済むから		時代の流れ		免許証を所持していないため、免許証提示より安心		その他		よくわからない、なんとなく																N		簡単、便利だから カンタン ベンリ		間違いない、確実、信頼性、セキュリティが高い マチガ カクジツ シンライセイ タカ		マイナンバーカードを活用すべき、普及させるべきだから カツヨウ フキュウ		オンラインで完結するから カンケツ		せっかく作ったので、持っているので ツク モ		良いから、他に考えられないから ヨ ホカ カンガ		速い ハヤ		これ１つで済むから ス		時代の流れ ジダイ ナガ		免許証を所持していないため、免許証提示より安心 メンキョショウ ショジ メンキョショウ テイジ アンシン		その他 タ		よくわからない、なんとなく

						全体				[281]		73		51		24		13		10		10		7		6		6		5		2		5												全体::		全体		281		73		51		24		13		10		10		7		6		6		5		2		5



全体	

簡単、便利だから	間違いない、確実、信頼性、セキュリティが高い	マイナンバーカードを活用すべき、普及させるべきだから	オンラインで完結するから	せっかく作ったので、持っているので	良いから、他に考えられないから	速い	これ１つで済むから	時代の流れ	免許証を所持していないため、免許証提示より安心	その他	よくわからない、なんとなく	73	51	24	13	10	10	7	6	6	5	2	5	



（単位：回答数）



FQ35.2 (2)



						Q35-2.最も望ましいと考える本人確認の方法（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ

						免許証や保険証など２種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体（ファイル）化してシステム上にアップロード（ITの利用）

																																（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																																		2		3		5		1		4		6		7		8		9		10		11

										N=		簡単、便利だから		間違いない、安全、確実		今あるもので対応できる、慣れている、一般的		マイナンバーはセキュリティが不安		速い		メールは誤送信や漏洩の恐れがある		マイナンバーカードは持っていないので		オンラインで完結するから		郵送は手間がかかる、危険が伴う		その他		よくわからない																N		簡単、便利だから カンタン ベンリ		間違いない、安全、確実 マチガ アンゼン カクジツ		今あるもので対応できる、慣れている、一般的 イマ タイオウ ナ イッパンテキ		マイナンバーはセキュリティが不安 フアン		速い ハヤ		メールは誤送信や漏洩の恐れがある ゴソウシン ロウエイ オソ		マイナンバーカードは持っていないので モ		オンラインで完結するから カンケツ		郵送は手間がかかる、危険が伴う ユウソウ テマ キケン トモナ		その他 タ		よくわからない

						全体				[161]		51		21		14		11		11		6		4		4		4		3		3												全体::		全体		161		51		21		14		11		11		6		4		4		4		3		3



全体	

簡単、便利だから	間違いない、安全、確実	今あるもので対応できる、慣れている、一般的	マイナンバーはセキュリティが不安	速い	メールは誤送信や漏洩の恐れがある	マイナンバーカードは持っていないので	オンラインで完結するから	郵送は手間がかかる、危険が伴う	その他	よくわからない	51	21	14	11	11	6	4	4	4	3	3	



（単位：回答数）



FQ35.2 (3)



						Q35-2.最も望ましいと考える本人確認の方法（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ

						免許証や保険証など２種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体（ファイル）化してメール添付による提出（ITの利用）

																								（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																										2		5		3		1		6		7		8

										N=		簡単、便利だから		慣れている、これなら自分にもできる		間違いない、安全、確実		マイナンバーはセキュリティが不安		マイナンバーカードは持っていないので		その他		よくわからない																N		簡単、便利だから カンタン ベンリ		慣れている、これなら自分にもできる ナ ジブン		間違いない、安全、確実 マチガ アンゼン カクジツ		マイナンバーはセキュリティが不安 フアン		マイナンバーカードは持っていないので モ		その他 タ		よくわからない

						全体				[92]		26		19		11		2		1		5		2												全体::		全体		92		26		19		11		2		1		5		2



全体	

簡単、便利だから	慣れている、これなら自分にもできる	間違いない、安全、確実	マイナンバーはセキュリティが不安	マイナンバーカードは持っていないので	その他	よくわからない	26	19	11	2	1	5	2	



（単位：回答数）



FQ35.2 (4)



						Q35-2.最も望ましいと考える本人確認の方法（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ

						免許証や保険証など２種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出

																										（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																												3		4		5		2		6		1		7		8

										N=		間違いない、安全、確実		ネットは情報漏洩が不安		オンラインはやり方がわからない		簡単、慣れている、楽		自分でできる、誰でもできる、一般的な方法だから		マイナンバーカードはセキュリティが不安		その他		よくわからない、なんとなく																N		間違いない、安全、確実 マチガ アンゼン カクジツ		ネットは情報漏洩が不安 ジョウホウ ロウエイ フアン		オンラインはやり方がわからない カタ		簡単、慣れている、楽 カンタン ナ ラク		自分でできる、誰でもできる、一般的な方法だから ジブン ダレ イッパンテキ ホウホウ		マイナンバーカードはセキュリティが不安 フアン		その他 タ		よくわからない、なんとなく

						全体				[272]		73		45		39		37		32		3		13		3												全体::		全体		272		73		45		39		37		32		3		13		3



全体	

間違いない、安全、確実	ネットは情報漏洩が不安	オンラインはやり方がわからない	簡単、慣れている、楽	自分でできる、誰でもできる、一般的な方法だから	マイナンバーカードはセキュリティが不安	その他	よくわからない、なんとなく	73	45	39	37	32	3	13	3	



（単位：回答数）



FQ35.2 (5)



						Q35-2.最も望ましいと考える本人確認の方法（回答を選んだ理由）(FA->MA) カイトウ エラ リユウ

						上記に望ましいものはない

																										（「無回答」は非掲示） ムカイトウ ヒケイジ

																																												2		4		1		3		6		5		7		8

										N=		どの方法も安全とは言えない		そもそも個人情報を提出したくない		本人確認は一種類でいい		面倒		興味が無い、参加する気はない		免許証等を持っていない		その他		わからない、なんとなく																N		どの方法も安全とは言えない ホウホウ アンゼン イ		そもそも個人情報を提出したくない コジン ジョウホウ テイシュツ		本人確認は一種類でいい ホンニン カクニン イッシュルイ		面倒 メンドウ		興味が無い、参加する気はない キョウミ ナ サンカ キ		免許証等を持っていない メンキョショウ トウ モ		その他 タ		わからない、なんとなく

						全体				[194]		32		30		8		6		5		4		12		33												全体::		全体		194		32		30		8		6		5		4		12		33



全体	

どの方法も安全とは言えない	そもそも個人情報を提出したくない	本人確認は一種類でいい	面倒	興味が無い、参加する気はない	免許証等を持っていない	その他	わからない、なんとなく	32	30	8	6	5	4	12	33	



（単位：回答数）



FQ38.



						Q38.消費者団体訴訟制度（差止・被害回復）、（特定）適格消費者団体に期待すること(FA->MA)

																																														有意回答（「特になし」を含む）=737 ユウイカイトウ トク フク

																																																																1		4		7		5		6		10		3		8		2		11		13		14		12		9		16		15		17		18

										N=		わかりやすい広報など、存在の周知をして欲しい		迅速さ、スピード		悪質業者を取り締まって欲しい		消費者、被害者に寄り添って欲しい、親身になって欲しい		消費者を守って欲しい		公平、公正、透明性		気軽に相談できる窓口や、手続きの簡素化		お金をできるだけ取り戻して欲しい		活動事例を公表して欲しい		被害に遭わないための教育、啓もう活動		被害を事前に食い止めて欲しい		訴訟、法的手続きを代わりにして欲しい		被害者を助けてあげて欲しい		費用を出来るだけ安く、あるいは国が持つなど無料にして欲しい		いざという時には頼りたい		個人情報の保護		頑張って欲しい、応援している		その他																N		わかりやすい広報など、存在の周知をして欲しい コウホウ ソンザイ シュウチ ホ		迅速さ、スピード ジンソク		悪質業者を取り締まって欲しい アクシツ ギョウシャ ト シ ホ		消費者、被害者に寄り添って欲しい、親身になって欲しい ショウヒシャ ヒガイシャ ヨ ソ ホ シンミ ホ		消費者を守って欲しい ショウヒシャ マモ ホ		公平、公正、透明性 コウヘイ コウセイ トウメイセイ		気軽に相談できる窓口や、手続きの簡素化 キガル ソウダン マドグチ テツヅ カンソカ		お金をできるだけ取り戻して欲しい カネ ト モド ホ		活動事例を公表して欲しい カツドウ ジレイ コウヒョウ ホ		被害に遭わないための教育、啓もう活動 ヒガイ ア キョウイク ケイ カツドウ		被害を事前に食い止めて欲しい ヒガイ ジゼン ク ト ホ		訴訟、法的手続きを代わりにして欲しい ソショウ ホウテキ テツヅ カ ホ		被害者を助けてあげて欲しい ヒガイシャ タス ホ		費用を出来るだけ安く、あるいは国が持つなど無料にして欲しい ヒヨウ デキ ヤス クニ モ ムリョウ ホ		いざという時には頼りたい トキ タヨ		個人情報の保護 コジン ジョウホウ ホゴ		頑張って欲しい、応援している ガンバ ホ オウエン		その他 タ

						全体				[1000]		45		35		33		32		31		29		25		23		19		19		18		18		17		8		8		4		20		35												全体::		全体		1000		45		35		33		32		31		29		25		23		19		19		18		18		17		8		8		4		20		35









																																																																4		3		1		2		5

										N=		わからない、わかりにくい、わかりやすくして欲しい		信用できない		国がやるべきこと		面倒																																												N		わからない、わかりにくい、わかりやすくして欲しい ホ		信用できない シンヨウ		国がやるべきこと クニ		面倒 メンドウ		特になし トク

						全体				[1000]		65		17		4		4																																								全体::		全体		1000		65		17		4		4		238





全体	

わかりやすい広報など、存在の周知をして欲しい	迅速さ、スピード	悪質業者を取り締まって欲しい	消費者、被害者に寄り添って欲しい、親身になって欲しい	消費者を守って欲しい	公平、公正、透明性	気軽に相談できる窓口や、手続きの簡素化	お金をできるだけ取り戻して欲しい	活動事例を公表して欲しい	被害に遭わないための教育、啓もう活動	被害を事前に食い止めて欲しい	訴訟、法的手続きを代わりにして欲しい	被害者を助けてあげて欲しい	費用を出来るだけ安く、あるいは国が持つなど無料にして欲しい	いざという時には頼りたい	個人情報の保護	頑張って欲しい、応援している	その他	45	35	33	32	31	29	25	23	19	19	18	18	17	8	8	4	20	35	



全体	

わからない、わかりにくい、わかりやすくして欲しい	信用できない	国がやるべきこと	面倒	65	17	4	4	



（単位：回答数）

（単位：回答数）
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Q.消費者団体が、訴訟などにより、事業者の不当な行為をやめさせる、あるいは、被害金額を取り戻すことができる制度（消費者団体訴訟制度）に
ついて、何で知りましたか。（お答えはいくつでも）(N=消費者団体訴訟制度の認知者)

N=

適
格
消
費
者
団
体
・
特
定

適
格
消
費
者
団
体
の
H
P

消
費
者
庁
の
H
P

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

や
地

方
自
治
団
体
の
H
P

消
費
者
庁
や
地
方
自
治
体

の
パ
ン
フ
レ

ッ
ト

消
費
者
庁
の
S
N
S

（
F
a
c
e
b
o
o
k
,

T
w
i
t
t
e
r

）

そ
の
他
の
S
N
S

電
車
内
の
広
告

新
聞
や
テ
レ
ビ
等
で
の
報

道 イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
上
で
の

ニ

ュ
ー

ス
等
の
報
道

被
害
者
の
H
P
や
ブ
ロ
グ

等 学
校
の
授
業
や
教
材

弁
護
士
な
ど
専
門
家
か
ら

の
紹
介

家
族
の
話

友
人
・
知
人
の
話

そ
の
他

[372] 7.3 17.2 19.4 12.6 3.0 2.7 1.3 51.1 24.7 0.5 4.0 3.8 5.1 7.0 1.1
男性 [210] 10.0 18.6 16.7 12.4 3.8 2.9 1.4 53.8 28.1 0.5 4.3 5.2 4.3 5.2 1.0
女性 [162] 3.7 15.4 22.8 13.0 1.9 2.5 1.2 47.5 20.4 0.6 3.7 1.9 6.2 9.3 1.2
18～29歳 [14] - 7.1 - 7.1 - 14.3 - 28.6 35.7 - 28.6 14.3 7.1 7.1 -
30代 [33] 18.2 33.3 12.1 6.1 12.1 3.0 3.0 30.3 24.2 3.0 9.1 - 9.1 6.1 3.0
40代 [47] 12.8 19.1 14.9 8.5 8.5 2.1 - 55.3 23.4 2.1 4.3 8.5 - 4.3 2.1
50代 [71] 1.4 9.9 18.3 5.6 1.4 5.6 1.4 42.3 32.4 - 2.8 2.8 5.6 5.6 1.4
60代 [96] 7.3 18.8 16.7 11.5 2.1 1.0 2.1 53.1 25.0 - 3.1 2.1 4.2 7.3 -
70代以上 [111] 6.3 16.2 28.8 22.5 - 0.9 0.9 62.2 18.9 - 0.9 3.6 6.3 9.0 0.9
男性18～39歳 [28] 17.9 21.4 10.7 10.7 10.7 3.6 3.6 32.1 42.9 - 14.3 7.1 14.3 7.1 3.6
男性40～50代 [64] 7.8 17.2 14.1 6.3 4.7 4.7 1.6 46.9 31.3 1.6 4.7 6.3 - 3.1 1.6
男性60代以上 [118] 9.3 18.6 19.5 16.1 1.7 1.7 0.8 62.7 22.9 - 1.7 4.2 4.2 5.9 -
女性18～39歳 [19] 5.3 31.6 5.3 - 5.3 10.5 - 26.3 5.3 5.3 15.8 - - 5.3 -
女性40～50代 [54] 3.7 9.3 20.4 7.4 3.7 3.7 - 48.1 25.9 - 1.9 3.7 7.4 7.4 1.9
女性60代以上 [89] 3.4 15.7 28.1 19.1 - - 2.2 51.7 20.2 - 2.2 1.1 6.7 11.2 1.1
北海道 [32] 9.4 9.4 25.0 15.6 - 6.3 - 59.4 18.8 - - 3.1 3.1 - 3.1
関東（東京除く） [96] 10.4 20.8 19.8 17.7 4.2 5.2 - 51.0 24.0 - 6.3 4.2 4.2 9.4 -
東京都 [62] 6.5 17.7 19.4 11.3 4.8 - 4.8 45.2 22.6 1.6 3.2 3.2 6.5 6.5 1.6
中部 [63] 6.3 25.4 20.6 11.1 3.2 - 1.6 46.0 25.4 - 6.3 3.2 1.6 4.8 -
近畿 [75] 5.3 12.0 17.3 6.7 1.3 4.0 1.3 54.7 30.7 - 1.3 5.3 8.0 6.7 1.3
中国・四国 [20] 5.0 15.0 15.0 15.0 - - - 50.0 25.0 - 10.0 - 5.0 10.0 -
九州・沖縄 [24] 4.2 8.3 16.7 12.5 4.2 - - 58.3 20.8 4.2 - 4.2 8.3 12.5 4.2
（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員 [109] 13.8 22.9 20.2 11.0 8.3 3.7 0.9 39.4 31.2 0.9 4.6 5.5 1.8 4.6 1.8
パート・アルバイト・非常勤等 [42] 7.1 9.5 23.8 7.1 2.4 2.4 4.8 61.9 14.3 - 2.4 - 4.8 4.8 -
自営業・自由業 [43] 4.7 18.6 18.6 14.0 - 2.3 2.3 46.5 32.6 - 2.3 2.3 7.0 9.3 2.3
専業主婦・主夫 [75] 2.7 17.3 21.3 18.7 - 1.3 1.3 48.0 24.0 1.3 4.0 2.7 6.7 9.3 -
無職 [96] 5.2 13.5 15.6 11.5 1.0 2.1 - 65.6 18.8 - 1.0 3.1 7.3 8.3 1.0
消費者被害経験者 [103] 10.7 20.4 26.2 10.7 5.8 3.9 1.9 51.5 23.3 1.0 4.9 3.9 2.9 5.8 1.0
消費者被害非経験者 [269] 5.9 16.0 16.7 13.4 1.9 2.2 1.1 50.9 25.3 0.4 3.7 3.7 5.9 7.4 1.1

全体

居
住
地
域
別

職
業
別

経験別

性別

年
齢
別

性
・
年
齢
別

7.3
17.2 19.4

12.6
3.0 2.7 1.3

51.1

24.7

0.5 4.0 3.8 5.1 7.0 1.1
0%

20%

40%

60%

80%

全体

（単位：％）

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）
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＜消費者被害経験、被害時における団体の認知＞

Q.これまで次のような消費者被害に遭ったこと／遭いそうになったことはありますか？(各単数回答)

N=

【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービス
を購入・契約させられた／させられそうになった

[1000]

【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・
同意をさせられた／させられそうになった

[1000]

【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／
しそうになったが、実際は異なっていた

[1000]

10.4

5.5

10.2

75.1

80.3

73.3

14.5

14.2

16.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ある ない わからない

Q.あなたが受けた/受けそうになった消費者被害について消費者被害について内容別に、過去10年間での回数と、総被害金額（実際に支払った額
だけでなく、もし被害に遭っていたら支払うことになったであろう額についても含みます。概算で結構です。精神的な損害は含みません）を記入して
ください。(各数値回答)（N＝各消費者被害経験者）

N=全体 N= 平均（回） 最小値（回） 最大値（回） 中央値（回）

【不当な勧誘】 [104] 1.4 1 10 1
【不当な契約内容】 [55] 1.5 1 10 1
【不当な表示】 [102] 2.7 1 30 1

N=全体 N=
平均

（円程度）
最小値
（円程度）

最大値
（円程度）

中央値
（円程度）

【不当な勧誘】 [104] 226,568.1 0 5,000,000 50,000
【不当な契約内容】 [55] 312,400.0 0 8,000,000 75,000
【不当な表示】 [102] 117,529.3 0 3,500,000 10,000

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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Q.それらの消費者被害が生じた際に／生じそうになった際に誰かに相談や情報提供をしたものがありましたか？(各複数回答)（N=各消費者被害経験者）

Q.それらの消費者被害の解決や、消費者被害が生じそうな状態の解消に向けてどう対応しましたか。(各複数回答)（N=各消費者被害経験者）

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

N=全体

N=

家
族

、
友
人

、
知
人

弁
護
士
な
ど
の
専
門
家

適
格
消
費
者
団
体
/
 
特

定
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格
消
費
者
団
体

左
記
以
外
の
消
費
者
団
体

地
方
自
治
体
の
消
費
生
活

セ
ン
タ
ー

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

相
談
や
情
報
提
供
を
し
て

い
な
い

そ
の
他

相
談
や
情
報
提
供
を
し
た

計

【不当な勧誘】 [104] 32.7 2.9 2.9 - 8.7 7.7 50.0 - 50.0
【不当な契約内容】 [55] 25.5 12.7 5.5 - 16.4 7.3 41.8 3.6 58.2
【不当な表示】 [102] 22.5 4.9 2.0 - 6.9 12.7 58.8 2.0 40.2

32.7

2.9 2.9 8.7 7.7

50.0 50.0

25.5
12.7

5.5
16.4

7.3

41.8

3.6

58.2

22.5

4.9 2.0 6.9 12.7

58.8

2.0

40.2

0%

20%

40%

60%

80%
【不当な勧誘】 【不当な契約内容】 【不当な表示】

（単位：％）

N=全体

N=

自
分
で
事
業
者
に
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入
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弁
護
士
・
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法
書
士
等
の

専
門
家
等
に
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渉
を
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頼

し
た

（
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定

）
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格
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費
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団

体
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差
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や
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害
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方
自
治
体
の
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費
生
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セ
ン
タ
ー

で
助
言

、
あ

っ

せ
ん
を
依
頼
し
た

家
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、
友
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、
知
人
等
に

交
渉
を
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頼
し
た

訴
訟
を
提
起
し
た

特
に
何
も
し
な
か

っ
た

そ
の
他

解
消
に
向
け
た
対
応
を
し

た
計

【不当な勧誘】 [104] 26.0 2.9 1.0 11.5 5.8 1.0 46.2 7.7 46.2
【不当な契約内容】 [55] 27.3 7.3 1.8 20.0 1.8 - 38.2 9.1 54.5
【不当な表示】 [102] 17.6 3.9 2.9 6.9 2.0 - 64.7 3.9 31.4

26.0

2.9 1.0
11.5 5.8 1.0

46.2

7.7

46.2

27.3

7.3 1.8

20.0

1.8

38.2
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17.6
3.9 2.9 6.9 2.0

64.7

3.9

31.4

0%

20%

40%

60%

80%
【不当な勧誘】 【不当な契約内容】 【不当な表示】

（単位：％）

（参考）一般消費者に対するアンケート


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ20.



						Q20.消費者被害経験時の相談先(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計																N		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計

								【不当な勧誘】		[104]		32.7		2.9		2.9		-		8.7		7.7		50.0		-		50.0												全体::		【不当な勧誘】		104		32.7		2.9		2.9				8.7		7.7		50				50

		1						【不当な契約内容】		[55]		25.5		12.7		5.5		-		16.4		7.3		41.8		3.6		58.2														【不当な契約内容】		55		25.5		12.7		5.5				16.4		7.3		41.8		3.6		58.2		100

		2						【不当な表示】		[102]		22.5		4.9		2.0		-		6.9		12.7		58.8		2.0		40.2														【不当な表示】		102		22.5		4.9		2				6.9		12.7		58.8		2		40.2







【不当な勧誘】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	32.700000000000003	2.9	2.9	8.6999999999999993	7.7	50	50	【不当な契約内容】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	25.5	12.7	5.5	16.399999999999999	7.3	41.8	3.6	58.2	【不当な表示】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団	体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	22.5	4.9000000000000004	2	6.9	12.7	58.8	2	40.200000000000003	



（単位：％）



bQ21.



						Q21.消費者被害経験時の解消に向けた対応(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計																N		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計

								【不当な勧誘】		[104]		26.0		2.9		1.0		11.5		5.8		1.0		46.2		7.7		46.2												全体::		【不当な勧誘】		104		26		2.9		1		11.5		5.8		1		46.2		7.7		46.2

		1						【不当な契約内容】		[55]		27.3		7.3		1.8		20.0		1.8		-		38.2		9.1		54.5														【不当な契約内容】		55		27.3		7.3		1.8		20		1.8				38.2		9.1		54.5

		2						【不当な表示】		[102]		17.6		3.9		2.9		6.9		2.0		-		64.7		3.9		31.4														【不当な表示】		102		17.6		3.9		2.9		6.9		2				64.7		3.9		31.4







【不当な勧誘】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	26	2.9	1	11.5	5.8	1	46.2	7.7	46.2	【不当な契約内容】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	27.3	7.3	1.8	20	1.8	38.200000000000003	9.1	54.5	【不当な表示】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	17.600000000000001	3.9	2.9	6.9	2	64.7	3.9	31.4	



（単位：％）
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b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ20.



						Q20.消費者被害経験時の相談先(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計																N		家族、友人、知人		弁護士などの専門家		適格消費者団体/ 特定適格消費者団体		左記以外の消費者団体		地方自治体の消費生活センター		国民生活センター		相談や情報提供をしていない		その他		相談や情報提供をした計

								【不当な勧誘】		[104]		32.7		2.9		2.9		-		8.7		7.7		50.0		-		50.0												全体::		【不当な勧誘】		104		32.7		2.9		2.9				8.7		7.7		50				50

		1						【不当な契約内容】		[55]		25.5		12.7		5.5		-		16.4		7.3		41.8		3.6		58.2														【不当な契約内容】		55		25.5		12.7		5.5				16.4		7.3		41.8		3.6		58.2		100

		2						【不当な表示】		[102]		22.5		4.9		2.0		-		6.9		12.7		58.8		2.0		40.2														【不当な表示】		102		22.5		4.9		2				6.9		12.7		58.8		2		40.2







【不当な勧誘】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	32.700000000000003	2.9	2.9	8.6999999999999993	7.7	50	50	【不当な契約内容】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	25.5	12.7	5.5	16.399999999999999	7.3	41.8	3.6	58.2	【不当な表示】	

家族、友人、知人	弁護士などの専門家	適格消費者団体/ 特定適格消費者団体	左記以外の消費者団体	地方自	治体の消費生活センター	国民生活センター	相談や情報提供をしていない	その他	相談や情報提供をした計	22.5	4.9000000000000004	2	6.9	12.7	58.8	2	40.200000000000003	



（単位：％）



bQ21.



						Q21.消費者被害経験時の解消に向けた対応(各MA)

								N=全体 ゼンタイ																																						1		2		3		4		5		6		7		8		9

										N=		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計																N		自分で事業者に申し入れた		弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した		（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した		地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した		家族、友人、知人等に交渉を依頼した		訴訟を提起した		特に何もしなかった		その他		解消に向けた対応をした計

								【不当な勧誘】		[104]		26.0		2.9		1.0		11.5		5.8		1.0		46.2		7.7		46.2												全体::		【不当な勧誘】		104		26		2.9		1		11.5		5.8		1		46.2		7.7		46.2

		1						【不当な契約内容】		[55]		27.3		7.3		1.8		20.0		1.8		-		38.2		9.1		54.5														【不当な契約内容】		55		27.3		7.3		1.8		20		1.8				38.2		9.1		54.5

		2						【不当な表示】		[102]		17.6		3.9		2.9		6.9		2.0		-		64.7		3.9		31.4														【不当な表示】		102		17.6		3.9		2.9		6.9		2				64.7		3.9		31.4







【不当な勧誘】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	26	2.9	1	11.5	5.8	1	46.2	7.7	46.2	【不当な契約内容】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	27.3	7.3	1.8	20	1.8	38.200000000000003	9.1	54.5	【不当な表示】	

自分で事業者に申し入れた	弁護士・司法書士等の専門家等に交渉を依頼した	（特定）適格消費者団体に差止や被害回復を依頼した	地方自治体の消費生活センターで助言、あっせんを依頼した	家族、友人、知人等に交渉を依頼した	訴訟を提起した	特に何もしなかった	その他	解消に向けた対応をした計	17.600000000000001	3.9	2.9	6.9	2	64.7	3.9	31.4	



（単位：％）



Sheet2
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Q.それらの対応の結果、過去10年間あなたが受けた／受けそうになった消費者被害の件数のうち、何割くらいの件が解決/解消しましたか。直観的
でかまいません。(各単数回答)（N=各消費者被害経験者）

Q.適格消費者団体・特定適格消費者団体の対応について、どう思いましたか？これまで、これらの団体に相談・情報提供・依頼したご経験を全般的
にみて、最もあてはまるものをお答えください。(単数回答)（N=適格消費者団体・特定適格消費者団体の利用経験者）

解決した/
解決に向
かっている
た－計

N=

【不当な勧誘】
事業者から不当な勧誘を受けて、欲しくもない商品・サービス
を購入・契約させられた／させられそうになった

[104] 85.6

【不当な契約内容】
事業者に一方的に有利な内容の契約書・利用規約にサイン・
同意をさせられた／させられそうになった

[55] 83.6

【不当な表示】
広告や宣伝の表示内容を信じて商品・サービスを購入した／
しそうになったが、実際は異なっていた

[102] 61.8

75.0

69.1

52.9

3.8

7.3

2.0

3.8

7.3

4.9

2.9

2.0

14.4

16.4

38.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全てが解決した/

解決に向かっている

7割から8割が解決した

/ 解決に向かっている

半分くらいが解決した

/ 解決に向かっている

2割から3割が解決した

/ 解決に向かっている

どれも解決しなかった

/ 解決の見込みがない

N=

全　　体 [9] 33.3 44.4 11.1 11.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

丁寧に情報を

受け止めて

くれた

団体として

事業者の不当な

行為を止めてくれた

団体として事業者

からお金を

取り戻してくれた

特に何もなかった 解決しなかった どちらとも

いえない

その他

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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Q.被害が発生した時点で適格消費者団体または特定適格消費者団体の存在を知っていましたか？ (単数回答)（N=いずれかの消費者被害経験者）

Q.適格消費者団体/特定適格消費者団体を知っていながら相談・情報提供しなかった理由を教えてください。これらの団体に相談・情報提供しなかっ
た被害経験すべてについてお答えください。(複数回答)（ N=適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知かつ非相談だった消費者被害経験者）

N=

自
ら
解
決
し
よ
う
と
思

っ

た
か
ら

解
決
に
つ
な
が
る
と
は
思

え
な
か

っ
た
か
ら

差
止
や
被
害
回
復
の
対
象

に
な
る
と
は
思
え
な
か

っ

た
か
ら

制
度
に
つ
い
て
よ
く
わ
か

ら
な
か

っ
た
か
ら

解
決
す
る
こ
と
を
諦
め
て

い
た
か
ら

他
に
信
用
で
き
る
人
や
組

織
が
あ

っ
た
か
ら

相
談
窓
口
が
よ
く
わ
か
ら

な
か

っ
た
か
ら

訴
訟
に
な
る
と
負
担
が
大

き
い
と
思

っ
た
か
ら

個
人
の
名
前
等
が
表
に
出

る
の
で
は
な
い
か
と
思

っ

た
か
ら

差
止
や
被
害
回
復
の
実
績

が
少
な
か

っ
た
か
ら

団
体
を
信
用
で
き
な
か

っ

た
か
ら

そ
の
他

[38] 47.4 21.1 13.2 10.5 10.5 10.5 10.5 7.9 7.9 5.3 2.6 18.4全体

47.4

21.1
13.2 10.5 10.5 10.5 10.5 7.9 7.9 5.3 2.6

18.4

0%

20%

40%

60%

80%

全体

（単位：％）

N=
全　　体 [187]

【年齢別】18～29歳 [5]

30代 [18]

40代 [26]

50代 [47]

60代 [48]

70代以上 [43]

【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者 [127]

非認知者 [60]

22.5

20.0

50.0

11.5

12.8

31.3

18.6

28.3

10.0

64.2

80.0

44.4

73.1

74.5

58.3

60.5

55.9

81.7

12.8

5.6

15.4

12.8

10.4

18.6

15.7

6.7

0.5

2.3

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っていた 知らなかった 覚えていない その他

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート


調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ
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Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




oQ25.

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【年齢別】18～29歳		[5]																				3		【年齢別】18～29歳		5		20.0		80.0

						30代		[18]																				4		30代		18		50.0		44.4		5.6

						40代		[26]																				5		40代		26		11.5		73.1		15.4

						50代		[47]																				6		50代		47		12.8		74.5		12.8

						60代		[48]																				7		60代		48		31.3		58.3		10.4

						70代以上		[43]																				8		70代以上		43		18.6		60.5		18.6		2.3

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	20	50	11.5	12.8	31.3	18.600000000000001	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	80	44.4	73.099999999999994	74.5	58.3	60.5	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	5.6	15.4	12.8	10.4	18.600000000000001	15.7	6.7	その他	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	2.2999999999999998	1.7	







oQ25. (2)

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【居住地域】　　　北海道		[19]																				1		【居住地域】　　　北海道		19		15.8		57.9		26.3

						関東（東京除く）		[50]																				2		関東（東京除く）		50		22.0		68.0		10.0

						東京都		[28]																				3		東京都		28		25.0		67.9		3.6		3.6

						中部		[35]																				4		中部		35		25.7		62.9		11.4

						近畿		[27]																				5		近畿		27		11.1		70.4		18.5

						中国・四国		[13]																				6		中国・四国		13		38.5		46.2		15.4

						九州・沖縄		[15]																				7		九州・沖縄		15		26.7		60.0		13.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[58]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		58		25.9		65.5		8.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[29]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		29		20.7		55.2		24.1

						自営業・自由業		[17]																				10		自営業・自由業		17		23.5		64.7		11.8

						専業主婦・主夫		[37]																				11		専業主婦・主夫		37		27.0		64.9		8.1

						無職		[42]																				12		無職		42		11.9		69.0		16.7		2.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	15.8	22	25	25.7	11.1	38.5	26.7	25.9	20.7	23.5	27	11.9	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタ	イムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	57.9	68	67.900000000000006	62.9	70.400000000000006	46.2	60	65.5	55.2	64.7	64.900000000000006	69	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	26.3	10	3.6	11.4	18.5	15.4	13.3	8.6	24.1	11.8	8.1	16.7	15.7	6.7	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	3.6	2.4	1.7	







oQ27.

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【性別】　　　　　男性		[62]																				1		【性別】　　　　　男性		62		43.5		19.4		35.5		1.6

						女性		[58]																				2		女性		58		50.0		22.4		27.6

						【年齢別】18～29歳		[4]																				3		【年齢別】18～29歳		4		50.0		50.0

						30代		[8]																				4		30代		8		37.5		37.5		25.0

						40代		[19]																				5		40代		19		52.6		15.8		31.6

						50代		[35]																				6		50代		35		42.9		25.7		31.4

						60代		[28]																				7		60代		28		46.4		14.3		35.7		3.6

						70代以上		[26]																				8		70代以上		26		50.0		15.4		34.6

						【性×年齢別】男性18～39歳		[7]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		7		42.9		28.6		28.6

						男性40～50代		[32]																				10		男性40～50代		32		43.8		25.0		31.3

						男性60代以上		[23]																				11		男性60代以上		23		43.5		8.7		43.5		4.3

						女性18～39歳		[5]																				12		女性18～39歳		5		40.0		60.0

						女性40～50代		[22]																				13		女性40～50代		22		50.0		18.2		31.8

						女性60代以上		[31]																				14		女性60代以上		31		51.6		19.4		29.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	46.7	43.5	50	50	37.5	52.6	42.9	46.4	50	42.9	43.8	43.5	40	50	51.6	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	20.8	19.399999999999999	22.4	50	37.5	15.8	25.7	14.3	15.4	28.6	25	8.6999999999999993	60	18.2	19.399999999999999	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	31.7	35.5	27.6	25	31.6	31.4	35.700000000000003	34.6	28.6	31.3	43.5	31.8	29	その他	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	0.8	1.6	3.6	4.3	







oQ27. (2)

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【居住地域】　　　北海道		[11]																				1		【居住地域】　　　北海道		11		45.5		18.2		36.4

						関東（東京除く）		[34]																				2		関東（東京除く）		34		44.1		26.5		29.4

						東京都		[19]																				3		東京都		19		68.4		5.3		26.3

						中部		[22]																				4		中部		22		27.3		40.9		31.8

						近畿		[19]																				5		近畿		19		57.9		15.8		26.3

						中国・四国		[6]																				6		中国・四国		6		33.3		16.7		33.3		16.7

						九州・沖縄		[9]																				7		九州・沖縄		9		44.4				55.6

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[38]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		38		55.3		28.9		15.8

						パート・アルバイト・非常勤等		[16]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		16		43.8		12.5		43.8

						自営業・自由業		[11]																				10		自営業・自由業		11		45.5		18.2		36.4

						専業主婦・主夫		[24]																				11		専業主婦・主夫		24		45.8		25.0		29.2

						無職		[29]																				12		無職		29		37.9		10.3		48.3		3.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	45.5	44.1	68.400000000000006	27.3	57.9	33.299999999999997	44.4	55.3	43.8	45.5	45.8	37.9	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	18.2	26.5	5.3	40.9	15.8	16.7	28.9	12.5	18.2	25	10.3	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	36.4	29.4	26.3	31.8	26.3	33.299999999999997	55.6	15.8	43.8	36.4	29.2	48.3	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	16.7	3.4	2	
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Q.もし、その時点で適格消費者団体/特定適格消費者団体を知っていたなら、相談・情報提供しましたか？これらの団体に相談・情報提供しなかった
被害経験すべてについてお答えください。(単数回答)（N=適格消費者団体・特定適格消費者団体を非認知だった消費者被害経験者）

N=

全　　体 [120]

【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者 [71]

非認知者 [49]

46.7

54.9

34.7

20.8

16.9

26.5

31.7

28.2

36.7

0.8

2.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート


調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ
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Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9
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oQ25.

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【年齢別】18～29歳		[5]																				3		【年齢別】18～29歳		5		20.0		80.0

						30代		[18]																				4		30代		18		50.0		44.4		5.6

						40代		[26]																				5		40代		26		11.5		73.1		15.4

						50代		[47]																				6		50代		47		12.8		74.5		12.8

						60代		[48]																				7		60代		48		31.3		58.3		10.4

						70代以上		[43]																				8		70代以上		43		18.6		60.5		18.6		2.3

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	20	50	11.5	12.8	31.3	18.600000000000001	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	80	44.4	73.099999999999994	74.5	58.3	60.5	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	5.6	15.4	12.8	10.4	18.600000000000001	15.7	6.7	その他	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	2.2999999999999998	1.7	







oQ25. (2)

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【居住地域】　　　北海道		[19]																				1		【居住地域】　　　北海道		19		15.8		57.9		26.3

						関東（東京除く）		[50]																				2		関東（東京除く）		50		22.0		68.0		10.0

						東京都		[28]																				3		東京都		28		25.0		67.9		3.6		3.6

						中部		[35]																				4		中部		35		25.7		62.9		11.4

						近畿		[27]																				5		近畿		27		11.1		70.4		18.5

						中国・四国		[13]																				6		中国・四国		13		38.5		46.2		15.4

						九州・沖縄		[15]																				7		九州・沖縄		15		26.7		60.0		13.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[58]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		58		25.9		65.5		8.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[29]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		29		20.7		55.2		24.1

						自営業・自由業		[17]																				10		自営業・自由業		17		23.5		64.7		11.8

						専業主婦・主夫		[37]																				11		専業主婦・主夫		37		27.0		64.9		8.1

						無職		[42]																				12		無職		42		11.9		69.0		16.7		2.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	15.8	22	25	25.7	11.1	38.5	26.7	25.9	20.7	23.5	27	11.9	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタ	イムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	57.9	68	67.900000000000006	62.9	70.400000000000006	46.2	60	65.5	55.2	64.7	64.900000000000006	69	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	26.3	10	3.6	11.4	18.5	15.4	13.3	8.6	24.1	11.8	8.1	16.7	15.7	6.7	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	3.6	2.4	1.7	







oQ27.

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0





相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	2	





oQ27. (2)

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【居住地域】　　　北海道		[11]																				1		【居住地域】　　　北海道		11		45.5		18.2		36.4

						関東（東京除く）		[34]																				2		関東（東京除く）		34		44.1		26.5		29.4

						東京都		[19]																				3		東京都		19		68.4		5.3		26.3

						中部		[22]																				4		中部		22		27.3		40.9		31.8

						近畿		[19]																				5		近畿		19		57.9		15.8		26.3

						中国・四国		[6]																				6		中国・四国		6		33.3		16.7		33.3		16.7

						九州・沖縄		[9]																				7		九州・沖縄		9		44.4				55.6

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[38]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		38		55.3		28.9		15.8

						パート・アルバイト・非常勤等		[16]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		16		43.8		12.5		43.8

						自営業・自由業		[11]																				10		自営業・自由業		11		45.5		18.2		36.4

						専業主婦・主夫		[24]																				11		専業主婦・主夫		24		45.8		25.0		29.2

						無職		[29]																				12		無職		29		37.9		10.3		48.3		3.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	45.5	44.1	68.400000000000006	27.3	57.9	33.299999999999997	44.4	55.3	43.8	45.5	45.8	37.9	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	18.2	26.5	5.3	40.9	15.8	16.7	28.9	12.5	18.2	25	10.3	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	36.4	29.4	26.3	31.8	26.3	33.299999999999997	55.6	15.8	43.8	36.4	29.2	48.3	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	16.7	3.4	2	
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＜団体に活動してほしいトラブル類型・取引領域類型＞

Q.特に、どのようなトラブル類型や取引類型領域で、（特定）適格消費者団体に活動してほしいですか。（お答えはいくつでも）

N=

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
不
当

な
勧
誘
の
停
止

不
当
な
契
約
に
よ
る
代
金

の
返
金
や
損
害
賠
償
の
請

求
な
ど
被
害
の
回
復

こ
れ
ら
の
被
害
が
発
生
し

た
際
の
相
談
対
応

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
不
当

な
表
示

（
根
拠
の
な
い
内

容
の
広
告
な
ど

）
の
是
正

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
不
当

な
契
約

（
利
用
規
約
な

ど

）
の
条
項
の
修
正

こ
れ
ら
の
被
害
の
発
生
を

未
然
に
防
止
す
る
た
め
の

啓
発
活
動

上
記
以
外
の
ト
ラ
ブ
ル
類

型 ト
ラ
ブ
ル
類
型
に
つ
い
て

は

、
あ
て
は
ま
る
も
の
が

な
い

詐
欺
的
な
投
資
取
引
の
勧

誘 訪
問
販
売
や
電
話
勧
誘
販

売
の
勧
誘

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
上
の
通

販
広
告

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
一
般
の

イ
ン
タ
ー

ネ

ッ
ト
上
の
取

引
の
利
用
規
約

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
一
般
の

取
引
の
利
用
規
約

カ
タ
ロ
グ
や
新
聞
な
ど
の

通
販
広
告

テ
レ
ビ
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
で

の
通
販
広
告

シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
や

検
索

、
S
N
S
 
な
ど
の

デ
ジ
タ
ル
プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ
ー

ム
の
利
用
規
約

上
記
以
外
の
取
引
類
型

取
引
類
型
に
つ
い
て
は

、

あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い

[1000] 51.4 50.2 41.7 37.9 35.2 35.1 0.2 16.1 48.8 46.4 28.7 19.9 18.6 18.4 17.1 10.7 0.3 21.5
男性18～39歳 [105] 48.6 37.1 29.5 35.2 30.5 32.4 - 26.7 40.0 35.2 21.0 21.9 16.2 13.3 14.3 13.3 - 33.3
男性40～50代 [189] 46.6 50.3 40.7 30.7 36.5 28.6 - 20.1 42.9 36.0 25.9 21.7 22.8 15.3 13.2 11.6 - 27.5
男性60代以上 [233] 51.9 53.2 45.1 46.4 36.5 37.8 0.9 12.0 54.5 48.1 32.2 18.5 18.5 22.3 19.7 7.7 0.4 15.9
女性18～39歳 [79] 44.3 39.2 31.6 30.4 34.2 22.8 - 25.3 43.0 45.6 19.0 13.9 12.7 10.1 11.4 17.7 - 29.1
女性40～50代 [180] 56.7 48.9 42.8 35.0 37.2 34.4 - 16.1 50.6 58.3 28.3 17.8 20.0 20.6 20.0 12.8 - 21.1
女性60代以上 [214] 54.7 58.4 47.7 41.6 33.6 44.4 - 8.4 52.8 49.5 35.0 22.9 17.3 20.6 18.7 7.5 0.9 14.0
認知者 [460] 55.9 58.3 45.4 44.8 39.1 41.3 0.2 9.8 53.3 49.6 38.5 23.9 22.8 24.6 22.4 14.1 0.2 14.3
非認知者 [540] 47.6 43.3 38.5 32.0 31.9 29.8 0.2 21.5 45.0 43.7 20.4 16.5 15.0 13.1 12.6 7.8 0.4 27.6
消費者被害経験者 [187] 61.5 67.4 49.2 48.7 42.8 47.6 0.5 3.7 54.0 58.8 44.4 25.1 25.1 27.3 26.2 14.4 1.1 7.0
消費者被害非経験者 [813] 49.1 46.2 40.0 35.4 33.5 32.2 0.1 18.9 47.6 43.5 25.1 18.7 17.1 16.4 15.0 9.8 0.1 24.8
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（単位：％）

<トラブル類型> <取引類型>

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート


bQ28. (2)



						Q28.（特定）適格消費者団体に活動してほしいトラブル類型・取引類型領域(MA)

																																																																1		4		6		3		2		5		7		8		10		9		13		15		14		11		12		16		17		18

										N=		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない																N		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない

						全体				[1000]		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5												全体::		全体		1000		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4		-		26.7		40.0		35.2		21.0		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3		-		33.3														男性18～39歳		105		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4				26.7		40		35.2		21		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3				33.3

		10						男性40～50代		[189]		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6		-		20.1		42.9		36.0		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6		-		27.5														男性40～50代		189		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6				20.1		42.9		36		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6				27.5

		11						男性60代以上		[233]		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12.0		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9														男性60代以上		233		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9

		12						女性18～39歳		[79]		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8		-		25.3		43.0		45.6		19.0		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7		-		29.1														女性18～39歳		79		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8				25.3		43		45.6		19		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7				29.1

		13						女性40～50代		[180]		56.7		48.9		42.8		35.0		37.2		34.4		-		16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20.0		20.6		20.0		12.8		-		21.1														女性40～50代		180		56.7		48.9		42.8		35		37.2		34.4				16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20		20.6		20		12.8				21.1

		14						女性60代以上		[214]		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4		-		8.4		52.8		49.5		35.0		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14.0														女性60代以上		214		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4				8.4		52.8		49.5		35		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[460]		55.9		58.3		45.4		44.8		39.1		41.3		0.2		9.8		53.3		49.6		38.5		23.9		22.8		24.6		22.4		14.1		0.2		14.3														認知者		460		55.9		58.3		45.4		44.8		39.1		41.3		0.2		9.8		53.3		49.6		38.5		23.9		22.8		24.6		22.4		14.1		0.2		14.3

		14						非認知者		[540]		47.6		43.3		38.5		32.0		31.9		29.8		0.2		21.5		45.0		43.7		20.4		16.5		15.0		13.1		12.6		7.8		0.4		27.6														非認知者		540		47.6		43.3		38.5		32		31.9		29.8		0.2		21.5		45		43.7		20.4		16.5		15		13.1		12.6		7.8		0.4		27.6

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		61.5		67.4		49.2		48.7		42.8		47.6		0.5		3.7		54.0		58.8		44.4		25.1		25.1		27.3		26.2		14.4		1.1		7.0														消費者被害経験者		187		61.5		67.4		49.2		48.7		42.8		47.6		0.5		3.7		54		58.8		44.4		25.1		25.1		27.3		26.2		14.4		1.1		7

		16						消費者被害非経験者		[813]		49.1		46.2		40.0		35.4		33.5		32.2		0.1		18.9		47.6		43.5		25.1		18.7		17.1		16.4		15.0		9.8		0.1		24.8														消費者被害非経験者		813		49.1		46.2		40		35.4		33.5		32.2		0.1		18.9		47.6		43.5		25.1		18.7		17.1		16.4		15		9.8		0.1		24.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ







全体	

商品・サービスの不当な勧誘の停止	不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復	これらの被害が発生した際の相談対応	商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正	商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正	これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動	上記以外のトラブル類型	トラブル類型については、あてはまるものがない	詐欺的な投資取引の勧誘	訪問販売や電話勧誘販売の勧誘	インターネット上の通販広告	商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約	商品・サービス一般の取引の利用規約	カタログや新聞などの通販広告	テレビショッピングでの通販広告	ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用	規約	上記以外の取引類型	取引類型については、あてはまるものはない	51.4	50.2	41.7	37.9	35.200000000000003	35.1	0.2	16.100000000000001	48.8	46.4	28.7	19.899999999999999	18.600000000000001	18.399999999999999	17.100000000000001	10.7	0.3	21.5	



（単位：％）



bQ28.



						Q28.（特定）適格消費者団体に活動してほしいトラブル類型・取引類型領域(MA)

																																																																1		4		6		3		2		5		7		8		10		9		13		15		14		11		12		16		17		18

										N=		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない																N		商品・サービスの不当な勧誘の停止		不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復		これらの被害が発生した際の相談対応		商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正		商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正		これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動		上記以外のトラブル類型		トラブル類型については、あてはまるものがない		詐欺的な投資取引の勧誘		訪問販売や電話勧誘販売の勧誘		インターネット上の通販広告		商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約		商品・サービス一般の取引の利用規約		カタログや新聞などの通販広告		テレビショッピングでの通販広告		ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約		上記以外の取引類型		取引類型については、あてはまるものはない

						全体				[1000]		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5												全体::		全体		1000		51.4		50.2		41.7		37.9		35.2		35.1		0.2		16.1		48.8		46.4		28.7		19.9		18.6		18.4		17.1		10.7		0.3		21.5

		1				性別		男性		[527]		49.3		49.0		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18.0		16.3		10.2		0.2		23.5														男性		527		49.3		49		40.4		38.5		35.3		33.4		0.4		17.8		47.4		41.2		27.7		20.3		19.5		18		16.3		10.2		0.2		23.5

		2						女性		[473]		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37.0		-		14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18.0		11.2		0.4		19.2														女性		473		53.7		51.6		43.1		37.2		35.1		37				14.2		50.3		52.2		29.8		19.5		17.5		18.8		18		11.2		0.4		19.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		40.0		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5		-		29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8		-		33.8														18～29歳		65		40		29.2		26.2		32.3		27.7		21.5				29.2		38.5		38.5		13.8		15.4		13.8		7.7		9.2		10.8				33.8

		4						30代		[119]		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9		-		24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6		-		30.3														30代		119		50.4		42.9		32.8		33.6		34.5		31.9				24.4		42.9		40.3		23.5		20.2		15.1		14.3		15.1		17.6				30.3

		5						40代		[163]		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2		-		19.0		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7		-		25.8														40代		163		49.7		49.1		42.3		35.6		36.2		28.2				19		45.4		41.7		27.6		22.1		23.9		18.4		15.3		14.7				25.8

		6						50代		[206]		52.9		50.0		41.3		30.6		37.4		34.0		-		17.5		47.6		51.0		26.7		18.0		19.4		17.5		17.5		10.2		-		23.3														50代		206		52.9		50		41.3		30.6		37.4		34				17.5		47.6		51		26.7		18		19.4		17.5		17.5		10.2				23.3

		7						60代		[233]		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6		-		12.0		52.8		48.9		33.0		20.2		20.2		20.6		21.0		7.7		0.9		15.9														60代		233		54.1		57.5		45.1		42.9		36.1		41.6				12		52.8		48.9		33		20.2		20.2		20.6		21		7.7		0.9		15.9

		8						70代以上		[214]		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21.0		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14.0														70代以上		214		52.3		53.7		47.7		45.3		34.1		40.2		0.9		8.4		54.7		48.6		34.1		21		15.4		22.4		17.3		7.5		0.5		14

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4		-		26.7		40.0		35.2		21.0		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3		-		33.3														男性18～39歳		105		48.6		37.1		29.5		35.2		30.5		32.4				26.7		40		35.2		21		21.9		16.2		13.3		14.3		13.3				33.3

		10						男性40～50代		[189]		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6		-		20.1		42.9		36.0		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6		-		27.5														男性40～50代		189		46.6		50.3		40.7		30.7		36.5		28.6				20.1		42.9		36		25.9		21.7		22.8		15.3		13.2		11.6				27.5

		11						男性60代以上		[233]		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12.0		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9														男性60代以上		233		51.9		53.2		45.1		46.4		36.5		37.8		0.9		12		54.5		48.1		32.2		18.5		18.5		22.3		19.7		7.7		0.4		15.9

		12						女性18～39歳		[79]		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8		-		25.3		43.0		45.6		19.0		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7		-		29.1														女性18～39歳		79		44.3		39.2		31.6		30.4		34.2		22.8				25.3		43		45.6		19		13.9		12.7		10.1		11.4		17.7				29.1

		13						女性40～50代		[180]		56.7		48.9		42.8		35.0		37.2		34.4		-		16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20.0		20.6		20.0		12.8		-		21.1														女性40～50代		180		56.7		48.9		42.8		35		37.2		34.4				16.1		50.6		58.3		28.3		17.8		20		20.6		20		12.8				21.1

		14						女性60代以上		[214]		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4		-		8.4		52.8		49.5		35.0		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14.0														女性60代以上		214		54.7		58.4		47.7		41.6		33.6		44.4				8.4		52.8		49.5		35		22.9		17.3		20.6		18.7		7.5		0.9		14



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

商品・サービスの不当な勧誘の停止	不当な契約による代金の返金や損害賠償の請求など被害の回復	これらの被害が発生した際の相談対応	商品・サービスの不当な表示（根拠のない内容の広告など）の是正	商品・サービスの不当な契約（利用規約など）の条項の修正	これらの被害の発生を未然に防止するための啓発活動	上記以外のトラブル類型	トラブル類型については、あてはまるものがない	詐欺的な投資取引の勧誘	訪問販売や電話勧誘販売の勧誘	インターネット上の通販広告	商品・サービス一般のインターネット上の取引の利用規約	商品・サービス一般の取引の利用規約	カタログや新聞などの通販広告	テレビショッピングでの通販広告	ショッピングモールや検索、SNS などのデジタルプラットフォームの利用規約	上記以外の取引類型	取引類型については、あてはまるものはない	51.4	50.2	41.7	37.9	35.200000000000003	35.1	0.2	16.100000000000001	48.8	46.4	28.7	19.899999999999999	18.600000000000001	18.399999999999999	17.100000000000001	10.7	0.3	21.5	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




oQ25.

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【年齢別】18～29歳		[5]																				3		【年齢別】18～29歳		5		20.0		80.0

						30代		[18]																				4		30代		18		50.0		44.4		5.6

						40代		[26]																				5		40代		26		11.5		73.1		15.4

						50代		[47]																				6		50代		47		12.8		74.5		12.8

						60代		[48]																				7		60代		48		31.3		58.3		10.4

						70代以上		[43]																				8		70代以上		43		18.6		60.5		18.6		2.3

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	20	50	11.5	12.8	31.3	18.600000000000001	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	80	44.4	73.099999999999994	74.5	58.3	60.5	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	5.6	15.4	12.8	10.4	18.600000000000001	15.7	6.7	その他	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	2.2999999999999998	1.7	







oQ25. (2)

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【居住地域】　　　北海道		[19]																				1		【居住地域】　　　北海道		19		15.8		57.9		26.3

						関東（東京除く）		[50]																				2		関東（東京除く）		50		22.0		68.0		10.0

						東京都		[28]																				3		東京都		28		25.0		67.9		3.6		3.6

						中部		[35]																				4		中部		35		25.7		62.9		11.4

						近畿		[27]																				5		近畿		27		11.1		70.4		18.5

						中国・四国		[13]																				6		中国・四国		13		38.5		46.2		15.4

						九州・沖縄		[15]																				7		九州・沖縄		15		26.7		60.0		13.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[58]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		58		25.9		65.5		8.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[29]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		29		20.7		55.2		24.1

						自営業・自由業		[17]																				10		自営業・自由業		17		23.5		64.7		11.8

						専業主婦・主夫		[37]																				11		専業主婦・主夫		37		27.0		64.9		8.1

						無職		[42]																				12		無職		42		11.9		69.0		16.7		2.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	15.8	22	25	25.7	11.1	38.5	26.7	25.9	20.7	23.5	27	11.9	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタ	イムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	57.9	68	67.900000000000006	62.9	70.400000000000006	46.2	60	65.5	55.2	64.7	64.900000000000006	69	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	26.3	10	3.6	11.4	18.5	15.4	13.3	8.6	24.1	11.8	8.1	16.7	15.7	6.7	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	3.6	2.4	1.7	







oQ27.

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0





相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	2	





oQ27. (2)

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【居住地域】　　　北海道		[11]																				1		【居住地域】　　　北海道		11		45.5		18.2		36.4

						関東（東京除く）		[34]																				2		関東（東京除く）		34		44.1		26.5		29.4

						東京都		[19]																				3		東京都		19		68.4		5.3		26.3

						中部		[22]																				4		中部		22		27.3		40.9		31.8

						近畿		[19]																				5		近畿		19		57.9		15.8		26.3

						中国・四国		[6]																				6		中国・四国		6		33.3		16.7		33.3		16.7

						九州・沖縄		[9]																				7		九州・沖縄		9		44.4				55.6

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[38]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		38		55.3		28.9		15.8

						パート・アルバイト・非常勤等		[16]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		16		43.8		12.5		43.8

						自営業・自由業		[11]																				10		自営業・自由業		11		45.5		18.2		36.4

						専業主婦・主夫		[24]																				11		専業主婦・主夫		24		45.8		25.0		29.2

						無職		[29]																				12		無職		29		37.9		10.3		48.3		3.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	45.5	44.1	68.400000000000006	27.3	57.9	33.299999999999997	44.4	55.3	43.8	45.5	45.8	37.9	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	18.2	26.5	5.3	40.9	15.8	16.7	28.9	12.5	18.2	25	10.3	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	36.4	29.4	26.3	31.8	26.3	33.299999999999997	55.6	15.8	43.8	36.4	29.2	48.3	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	16.7	3.4	2	







oQ29

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【性別】　　　　　男性		[527]												75.9		6.5						1		【性別】　　　　　男性		527		38.0		38.0		17.6		3.6		2.8		75.9		6.5

						女性		[473]												78.2		4.0						2		女性		473		37.0		41.2		17.8		1.7		2.3		78.2		4.0

						【年齢別】18～29歳		[65]												49.2		9.2						3		【年齢別】18～29歳		65		20.0		29.2		41.5		1.5		7.7		49.2		9.2

						30代		[119]												65.5		6.7						4		30代		119		28.6		37.0		27.7		1.7		5.0		65.5		6.7

						40代		[163]												73.0		9.8						5		40代		163		36.2		36.8		17.2		5.5		4.3		73.0		9.8

						50代		[206]												75.7		3.4						6		50代		206		33.0		42.7		20.9		1.9		1.5		75.7		3.4

						60代		[233]												82.8		4.3						7		60代		233		44.2		38.6		12.9		2.6		1.7		82.8		4.3

						70代以上		[214]												89.7		2.8						8		70代以上		214		45.8		43.9		7.5		2.3		0.5		89.7		2.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]												58.1		8.6						9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		27.6		30.5		33.3		1.0		7.6		58.1		8.6

						男性40～50代		[189]												74.1		7.9						10		男性40～50代		189		32.3		41.8		18.0		5.3		2.6		74.1		7.9

						男性60代以上		[233]												85.4		4.3						11		男性60代以上		233		47.2		38.2		10.3		3.4		0.9		85.4		4.3

						女性18～39歳		[79]												62.0		6.3						12		女性18～39歳		79		22.8		39.2		31.6		2.5		3.8		62.0		6.3

						女性40～50代		[180]												75.0		4.4						13		女性40～50代		180		36.7		38.3		20.6		1.7		2.8		75.0		4.4

						女性60代以上		[214]												86.9		2.8						14		女性60代以上		214		42.5		44.4		10.3		1.4		1.4		86.9		2.8

		5.25







感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	37.5	38	37	20	28.6	36.200000000000003	33	44.2	45.8	27.6	32.299999999999997	47.2	22.8	36.700000000000003	42.5	まあ感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	39.5	38	41.2	29.2	37	36.799999999999997	42.7	38.6	43.9	30.5	41.8	38.200000000000003	39.200000000000003	38.299999999999997	44.4	どちらともいえない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	17.7	17.600000000000001	17.8	41.5	27.7	17.2	20.9	12.9	7.5	33.299999999999997	18	10.3	31.6	20.6	10.3	あまり感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.7	3.6	1.7	1.5	1.7	5.5	1.9	2.6	2.2999999999999998	1	5.3	3.4	2.5	1.7	1.4	感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.6	2.8	2.2999999999999998	7.7	5	4.3	1.5	1.7	0.5	7.6	2.6	0.9	3.8	2.8	1.4	







oQ29.(2)

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【年齢別】18～29歳		[65]												49.2		9.2						3		【年齢別】18～29歳		65		20.0		29.2		41.5		1.5		7.7		49.2		9.2

						30代		[119]												65.5		6.7						4		30代		119		28.6		37.0		27.7		1.7		5.0		65.5		6.7

						40代		[163]												73.0		9.8						5		40代		163		36.2		36.8		17.2		5.5		4.3		73.0		9.8

						50代		[206]												75.7		3.4						6		50代		206		33.0		42.7		20.9		1.9		1.5		75.7		3.4

						60代		[233]												82.8		4.3						7		60代		233		44.2		38.6		12.9		2.6		1.7		82.8		4.3

						70代以上		[214]												89.7		2.8						8		70代以上		214		45.8		43.9		7.5		2.3		0.5		89.7		2.8

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]												87.6		2.2						13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		45.9		41.7		10.2		0.7		1.5		87.6		2.2

						非認知者		[540]												68.0		8.0						14		非認知者		540		30.4		37.6		24.1		4.4		3.5		68.0		8.0

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]												93.6		1.6						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		58.3		35.3		4.8		1.6				93.6		1.6

						消費者被害非経験者		[813]												73.2		6.2						16		消費者被害非経験者		813		32.7		40.5		20.7		3.0		3.2		73.2		6.2

		5.25







感じる	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	37.5	20	28.6	36.200000000000003	33	44.2	45.8	45.9	30.4	58.3	32.700000000000003	まあ感じる	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	39.5	29.2	37	36.799999999999997	42.7	38.6	43.9	41.7	37.6	35.299999999999997	40.5	どちらともいえない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	17.7	41.5	27.7	17.2	20.9	12.9	7.5	10.199999999999999	24.1	4.8	20.7	あまり感じない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.7	1.5	1.7	5.5	1.9	2.6	2.2999999999999998	0.7	4.4000000000000004	1.6	3	感じない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.6	7.7	5	4.3	1.5	1.7	0.5	1.5	3.5	3.2	







oQ33.

		Q33.手続きのIT化が参加への選択に影響を与えるか(SA)																																1.0		2.0		3.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																より手続きに参加
する方に影響を与えた		影響はなかった		手続きへの参加を
ためらう方に影響を与えた

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		16.4		60.8		22.8

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		18.2		62.8		19.0

						女性		[473]																				2		女性		473		14.4		58.6		27.1

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		18.5		66.2		15.4

						30代		[119]																				4		30代		119		20.2		67.2		12.6

						40代		[163]																				5		40代		163		19.0		62.0		19.0

						50代		[206]																				6		50代		206		15.0		61.7		23.3

						60代		[233]																				7		60代		233		13.3		60.1		26.6

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		16.4		54.7		29.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		20.0		66.7		13.3

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		21.7		61.4		16.9

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		14.6		62.2		23.2

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		19.0		67.1		13.9

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		11.7		62.2		26.1

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		15.0		52.3		32.7

		5.25







より手続きに参加	
する方に影響を与えた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	16.399999999999999	18.2	14.4	18.5	20.2	19	15	13.3	16.399999999999999	20	21.7	14.6	19	11.7	15	影響はなかった	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	60.8	62.8	58.6	66.2	67.2	62	61.7	60.1	54.7	66.7	61.4	62.2	67.099999999999994	62.2	52.3	手続きへの参加を	
ためらう方に影響を与えた	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	22.8	19	27.1	15.4	12.6	19	23.3	26.6	29	13.3	16.899999999999999	23.2	13.9	26.1	32.700000000000003	







oQ33.(2)

		Q33.手続きのIT化が参加への選択に影響を与えるか(SA)																																1.0		2.0		3.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																より手続きに参加
する方に影響を与えた		影響はなかった		手続きへの参加を
ためらう方に影響を与えた

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		16.4		60.8		22.8

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		18.5		66.2		15.4

						30代		[119]																				4		30代		119		20.2		67.2		12.6

						40代		[163]																				5		40代		163		19.0		62.0		19.0

						50代		[206]																				6		50代		206		15.0		61.7		23.3

						60代		[233]																				7		60代		233		13.3		60.1		26.6

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		16.4		54.7		29.0

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		19.8		58.5		21.7

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		13.5		62.8		23.7

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		27.8		48.7		23.5

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		13.8		63.6		22.6

		5.25







より手続きに参加	
する方に影響を与えた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	16.399999999999999	18.5	20.2	19	15	13.3	16.399999999999999	19.8	13.5	27.8	13.8	影響はなかった	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	60.8	66.2	67.2	62	61.7	60.1	54.7	58.5	62.8	48.7	63.6	手続きへの参加を	
ためらう方に影響を与えた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	22.8	15.4	12.6	19	23.3	26.6	29	21.7	23.7	23.5	22.6	





bQ34.



						Q34.IT化が< 手続きへの参加をためらう方に影響を与えた> とする理由(MA)

																																				1		2		3		4

										N=		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他																N		個人情報等の漏洩が心配だから		書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから		PCやスマートフォンを持っていないから		その他

						全体				[228]		70.6		46.1		7.0		3.5												全体::		全体		228		70.6		46.1		7		3.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[14]		57.1		42.9		7.1		7.1														男性18～39歳		14		57.1		42.9		7.1		7.1

		10						男性40～50代		[32]		56.3		43.8		12.5		6.3														男性40～50代		32		56.3		43.8		12.5		6.3

		11						男性60代以上		[54]		68.5		44.4		7.4		1.9														男性60代以上		54		68.5		44.4		7.4		1.9

		12						女性18～39歳		[11]		45.5		36.4		18.2		9.1														女性18～39歳		11		45.5		36.4		18.2		9.1

		13						女性40～50代		[47]		80.9		46.8		-		2.1														女性40～50代		47		80.9		46.8				2.1

		14						女性60代以上		[70]		78.6		50.0		7.1		2.9														女性60代以上		70		78.6		50		7.1		2.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

個人情報等の漏洩が心配だから	書面や郵送の方が簡単で、オンラインの方が難しそうだから	PCやスマートフォンを持っていないから	その他	70.599999999999994	46.1	7	3.5	



（単位：％）



oQ35.1.

		Q35-1.最も望ましいと考える本人確認の方法(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出		上記に望ましいものはない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		28.1		16.1		9.2		27.2		19.4

						【性別】　　　　　男性		[527]																				1		【性別】　　　　　男性		527		31.1		17.6		10.6		21.1		19.5

						女性		[473]																				2		女性		473		24.7		14.4		7.6		34.0		19.2

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		32.3		16.9		6.2		23.1		21.5

						30代		[119]																				4		30代		119		31.1		21.0		9.2		12.6		26.1

						40代		[163]																				5		40代		163		23.3		23.9		7.4		23.9		21.5

						50代		[206]																				6		50代		206		24.8		18.4		7.3		28.6		20.9

						60代		[233]																				7		60代		233		24.0		12.9		11.6		34.8		16.7

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		36.4		8.4		10.7		29.4		15.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]																				9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		29.5		18.1		10.5		16.2		25.7

						男性40～50代		[189]																				10		男性40～50代		189		28.0		23.3		7.4		19.6		21.7

						男性60代以上		[233]																				11		男性60代以上		233		34.3		12.9		13.3		24.5		15.0

						女性18～39歳		[79]																				12		女性18～39歳		79		34.2		21.5		5.1		16.5		22.8

						女性40～50代		[180]																				13		女性40～50代		180		20.0		18.3		7.2		33.9		20.6

						女性60代以上		[214]																				14		女性60代以上		214		25.2		8.4		8.9		40.7		16.8

		5.25







マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	28.1	31.1	24.7	32.299999999999997	31.1	23.3	24.8	24	36.4	29.5	28	34.299999999999997	34.200000000000003	20	25.2	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	16.100000000000001	17.600000000000001	14.4	16.899999999999999	21	23.9	18.399999999999999	12.9	8.4	18.100000000000001	23.3	12.9	21.5	18.3	8.4	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	9.1999999999999993	10.6	7.6	6.2	9.1999999999999993	7.4	7.3	11.6	10.7	10.5	7.4	13.3	5.0999999999999996	7.2	8.9	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	27.2	21.1	34	23.1	12.6	23.9	28.6	34.799999999999997	29.4	16.2	19.600000000000001	24.5	16.5	33.9	40.700000000000003	上記に望ましいものはない	

全　　体	【性別】　　　　	　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	19.399999999999999	19.5	19.2	21.5	26.1	21.5	20.9	16.7	15	25.7	21.7	15	22.8	20.6	16.8	







oQ35.1.(2)

		Q35-1.最も望ましいと考える本人確認の方法(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）		免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出		上記に望ましいものはない

		15.75						N=

						全　　体		[1000]																						全　　体 ゼン カラダ		1000		28.1		16.1		9.2		27.2		19.4

						【年齢別】18～29歳		[65]																				3		【年齢別】18～29歳		65		32.3		16.9		6.2		23.1		21.5

						30代		[119]																				4		30代		119		31.1		21.0		9.2		12.6		26.1

						40代		[163]																				5		40代		163		23.3		23.9		7.4		23.9		21.5

						50代		[206]																				6		50代		206		24.8		18.4		7.3		28.6		20.9

						60代		[233]																				7		60代		233		24.0		12.9		11.6		34.8		16.7

						70代以上		[214]																				8		70代以上		214		36.4		8.4		10.7		29.4		15.0

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		31.1		19.3		9.8		25.2		14.6

						非認知者		[540]																				14		非認知者		540		25.6		13.3		8.7		28.9		23.5

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]																				15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		26.7		21.9		11.8		26.2		13.4

						消費者被害非経験者		[813]																				16		消費者被害非経験者		813		28.4		14.8		8.6		27.4		20.8

		5.25







マイナンバーカード（ICカードリーダを個人で用意）を利用したオンラインシステムでの確認（ITの利用）	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	28.1	32.299999999999997	31.1	23.3	24.8	24	36.4	31.1	25.6	26.7	28.4	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してシステム上にアップロード（ITの利用）	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	16.100000000000001	16.899999999999999	21	23.9	18.399999999999999	12.9	8.4	19.3	13.3	21.9	14.8	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーを、電子媒体化してメール添付による提出（ITの利用）	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	9.1999999999999993	6.2	9.1999999999999993	7.4	7.3	11.6	10.7	9.8000000000000007	8.6999999999999993	11.8	8.6	免許証や保険証など2 種類の本人確認書類のコピーの郵送による提出	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	27.2	23.1	12.6	23.9	28.6	34.799999999999997	29.4	25.2	28.9	26.2	27.4	上記に望ましいものはない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	19.399999999999999	21.5	26.1	21.5	20.9	16.7	15	14.6	23.5	13.4	20.8	
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Q.商品・サービスの不当な契約（利用規約など）のどの条項の修正してほしいですか。（お答えはいくつでも）（N＝前問で「商品・サービスの不当
な契約（利用規約など）の条項の修正」との回答者）

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

N=

キ

ャ
ン
セ
ル
料
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設
定
が

不
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た
り
す
る
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解
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さ
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な
い
条
項

消
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者
の
利
益
を
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す
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個
人
情
報
の
取
扱
い
の
条

項 事
業
者
の
損
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す
る
条
項

消
費
者
の
利
益
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一
方
的

に
害
す
る
条
項

（
上
記
を

除
く

）

そ
の
他

あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い

[352] 80.7 67.9 59.7 55.7 52.3 0.3 7.4
男性18～39歳 [32] 71.9 50.0 53.1 56.3 46.9 - 9.4
男性40～50代 [69] 82.6 75.4 65.2 59.4 56.5 - 10.1
男性60代以上 [85] 81.2 74.1 57.6 57.6 55.3 1.2 4.7
女性18～39歳 [27] 85.2 63.0 51.9 48.1 40.7 - 3.7
女性40～50代 [67] 74.6 58.2 61.2 46.3 40.3 - 11.9
女性60代以上 [72] 86.1 72.2 61.1 61.1 62.5 - 4.2
認知者 [180] 80.0 71.7 63.3 60.6 60.6 0.6 6.7
非認知者 [172] 81.4 64.0 55.8 50.6 43.6 - 8.1
消費者被害経験者 [80] 87.5 75.0 62.5 60.0 58.8 - 2.5
消費者被害非経験者 [272] 78.7 65.8 58.8 54.4 50.4 0.4 8.8

全体

認知別

経験別

性
・
年
齢
別

80.7
67.9 59.7 55.7 52.3

0.3 7.4
0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体

認知別＝消費者団体訴訟制度・団体の認知別
経験別＝消費者被害経験別

（参考）一般消費者に対するアンケート


b12. (2)



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		9.4		25.0		15.6		-		6.3		-		59.4		18.8		-		-		3.1		3.1		-		3.1														北海道		32		9.4		9.4		25		15.6				6.3				59.4		18.8						3.1		3.1				3.1

		2						関東（東京除く）		[96]		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2		-		51.0		24.0		-		6.3		4.2		4.2		9.4		-														関東（東京除く）		96		10.4		20.8		19.8		17.7		4.2		5.2				51		24				6.3		4.2		4.2		9.4

		3						東京都		[62]		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8		-		4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6														東京都		62		6.5		17.7		19.4		11.3		4.8				4.8		45.2		22.6		1.6		3.2		3.2		6.5		6.5		1.6

		4						中部		[63]		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2		-		1.6		46.0		25.4		-		6.3		3.2		1.6		4.8		-														中部		63		6.3		25.4		20.6		11.1		3.2				1.6		46		25.4				6.3		3.2		1.6		4.8

		5						近畿		[75]		5.3		12.0		17.3		6.7		1.3		4.0		1.3		54.7		30.7		-		1.3		5.3		8.0		6.7		1.3														近畿		75		5.3		12		17.3		6.7		1.3		4		1.3		54.7		30.7				1.3		5.3		8		6.7		1.3

		6						中国・四国		[20]		5.0		15.0		15.0		15.0		-		-		-		50.0		25.0		-		10.0		-		5.0		10.0		-														中国・四国		20		5		15		15		15								50		25				10				5		10

		7						九州・沖縄		[24]		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2		-		-		58.3		20.8		4.2		-		4.2		8.3		12.5		4.2														九州・沖縄		24		4.2		8.3		16.7		12.5		4.2						58.3		20.8		4.2				4.2		8.3		12.5		4.2

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[109]		13.8		22.9		20.2		11.0		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		109		13.8		22.9		20.2		11		8.3		3.7		0.9		39.4		31.2		0.9		4.6		5.5		1.8		4.6		1.8

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[42]		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3		-		2.4		-		4.8		4.8		-														パート・アルバイト・非常勤等		42		7.1		9.5		23.8		7.1		2.4		2.4		4.8		61.9		14.3				2.4				4.8		4.8

		10						自営業・自由業		[43]		4.7		18.6		18.6		14.0		-		2.3		2.3		46.5		32.6		-		2.3		2.3		7.0		9.3		2.3														自営業・自由業		43		4.7		18.6		18.6		14				2.3		2.3		46.5		32.6				2.3		2.3		7		9.3		2.3

		11						専業主婦・主夫		[75]		2.7		17.3		21.3		18.7		-		1.3		1.3		48.0		24.0		1.3		4.0		2.7		6.7		9.3		-														専業主婦・主夫		75		2.7		17.3		21.3		18.7				1.3		1.3		48		24		1.3		4		2.7		6.7		9.3

		12						無職		[96]		5.2		13.5		15.6		11.5		1.0		2.1		-		65.6		18.8		-		1.0		3.1		7.3		8.3		1.0														無職		96		5.2		13.5		15.6		11.5		1		2.1				65.6		18.8				1		3.1		7.3		8.3		1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[103]		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1.0		4.9		3.9		2.9		5.8		1.0														消費者被害経験者		103		10.7		20.4		26.2		10.7		5.8		3.9		1.9		51.5		23.3		1		4.9		3.9		2.9		5.8		1

		16						消費者被害非経験者		[269]		5.9		16.0		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1														消費者被害非経験者		269		5.9		16		16.7		13.4		1.9		2.2		1.1		50.9		25.3		0.4		3.7		3.7		5.9		7.4		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



b12.



						Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)																																		ソートせず

																																																										1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

										N=		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他																N		適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

						全体				[372]		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1												全体::		全体		372		7.3		17.2		19.4		12.6		3		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4		3.8		5.1		7		1.1

		1				性別		男性		[210]		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0														男性		210		10		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1

		2						女性		[162]		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2														女性		162		3.7		15.4		22.8		13		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[14]		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-														18～29歳		14				7.1				7.1				14.3				28.6		35.7				28.6		14.3		7.1		7.1

		4						30代		[33]		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0														30代		33		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3		3		30.3		24.2		3		9.1				9.1		6.1		3

		5						40代		[47]		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1														40代		47		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1				55.3		23.4		2.1		4.3		8.5				4.3		2.1

		6						50代		[71]		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4														50代		71		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4				2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

		7						60代		[96]		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-														60代		96		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1		2.1		53.1		25				3.1		2.1		4.2		7.3

		8						70代以上		[111]		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9														70代以上		111		6.3		16.2		28.8		22.5				0.9		0.9		62.2		18.9				0.9		3.6		6.3		9		0.9

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[28]		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9		-		14.3		7.1		14.3		7.1		3.6														男性18～39歳		28		17.9		21.4		10.7		10.7		10.7		3.6		3.6		32.1		42.9				14.3		7.1		14.3		7.1		3.6

		10						男性40～50代		[64]		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3		-		3.1		1.6														男性40～50代		64		7.8		17.2		14.1		6.3		4.7		4.7		1.6		46.9		31.3		1.6		4.7		6.3				3.1		1.6

		11						男性60代以上		[118]		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9		-		1.7		4.2		4.2		5.9		-														男性60代以上		118		9.3		18.6		19.5		16.1		1.7		1.7		0.8		62.7		22.9				1.7		4.2		4.2		5.9

		12						女性18～39歳		[19]		5.3		31.6		5.3		-		5.3		10.5		-		26.3		5.3		5.3		15.8		-		-		5.3		-														女性18～39歳		19		5.3		31.6		5.3				5.3		10.5				26.3		5.3		5.3		15.8						5.3

		13						女性40～50代		[54]		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7		-		48.1		25.9		-		1.9		3.7		7.4		7.4		1.9														女性40～50代		54		3.7		9.3		20.4		7.4		3.7		3.7				48.1		25.9				1.9		3.7		7.4		7.4		1.9

		14						女性60代以上		[89]		3.4		15.7		28.1		19.1		-		-		2.2		51.7		20.2		-		2.2		1.1		6.7		11.2		1.1														女性60代以上		89		3.4		15.7		28.1		19.1						2.2		51.7		20.2				2.2		1.1		6.7		11.2		1.1



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP	消費者庁のHP	国民生活センターや地方自治団体のHP	消費者庁や地方自治体のパンフレット	消費者庁のSNS（Facebook,Twitter）	その他のSNS 	電車内の広告	新聞やテレビ等での報道	インターネット上でのニュース等の報道	被害者のHPやブログ等	学校の授業や教材	弁護士など専門家からの紹介	家族の話	友人・知人の話	その他	7.3	17.2	19.399999999999999	12.6	3	2.7	1.3	51.1	24.7	0.5	4	3.8	5.0999999999999996	7	1.1000000000000001	



（単位：％）



調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ































【機密性○情報】○○限り		




Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9



【機密性○情報】○○限り		




bQ28SQ.



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		1				性別		男性		[186]		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5														男性		186		80.1		70.4		59.7		58.1		54.3		0.5		7.5

		2						女性		[166]		81.3		65.1		59.6		53.0		50.0		-		7.2														女性		166		81.3		65.1		59.6		53		50				7.2

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[18]		83.3		55.6		66.7		61.1		50.0		-		5.6														18～29歳		18		83.3		55.6		66.7		61.1		50				5.6

		4						30代		[41]		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5		-		7.3														30代		41		75.6		56.1		46.3		48.8		41.5				7.3

		5						40代		[59]		79.7		72.9		61.0		54.2		49.2		-		8.5														40代		59		79.7		72.9		61		54.2		49.2				8.5

		6						50代		[77]		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1		-		13.0														50代		77		77.9		62.3		64.9		51.9		48.1				13

		7						60代		[84]		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6														60代		84		84.5		72.6		59.5		60.7		59.5		1.2		3.6

		8						70代以上		[73]		82.2		74.0		58.9		57.5		57.5		-		5.5														70代以上		73		82.2		74		58.9		57.5		57.5				5.5

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



bQ28SQ. (2)



						Q28SQ.修正してほしい商品・サービスの不当な契約（利用規約など）条項(MA)

																																										3		2		4		1		5		6		7

										N=		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない																N		キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項		事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項		消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項		事業者の損害賠償責任を免除する条項		消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）		その他		あてはまるものはない

						全体				[352]		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4												全体::		全体		352		80.7		67.9		59.7		55.7		52.3		0.3		7.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[32]		71.9		50.0		53.1		56.3		46.9		-		9.4														男性18～39歳		32		71.9		50		53.1		56.3		46.9				9.4

		10						男性40～50代		[69]		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5		-		10.1														男性40～50代		69		82.6		75.4		65.2		59.4		56.5				10.1

		11						男性60代以上		[85]		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7														男性60代以上		85		81.2		74.1		57.6		57.6		55.3		1.2		4.7

		12						女性18～39歳		[27]		85.2		63.0		51.9		48.1		40.7		-		3.7														女性18～39歳		27		85.2		63		51.9		48.1		40.7				3.7

		13						女性40～50代		[67]		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3		-		11.9														女性40～50代		67		74.6		58.2		61.2		46.3		40.3				11.9

		14						女性60代以上		[72]		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5		-		4.2														女性60代以上		72		86.1		72.2		61.1		61.1		62.5				4.2

		13				認知別 ニンチベツ		認知者		[180]		80.0		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7														認知者		180		80		71.7		63.3		60.6		60.6		0.6		6.7

		14						非認知者		[172]		81.4		64.0		55.8		50.6		43.6		-		8.1														非認知者		172		81.4		64		55.8		50.6		43.6				8.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[80]		87.5		75.0		62.5		60.0		58.8		-		2.5														消費者被害経験者		80		87.5		75		62.5		60		58.8				2.5

		16						消費者被害非経験者		[272]		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8														消費者被害非経験者		272		78.7		65.8		58.8		54.4		50.4		0.4		8.8



						認知別=消費者団体訴訟制度・団体の認知別 ニンチベツ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

キャンセル料の設定が不透明だったり、高すぎたりする条項	事業者が債務を履行しないにも関わらず、消費者に契約を解除させない条項	消費者の利益を害する個人情報の取扱いの条項	事業者の損害賠償責任を免除する条項	消費者の利益を一方的に害する条項（上記を除く）	その他	あてはまるものはない	80.7	67.900000000000006	59.7	55.7	52.3	0.3	7.4	



（単位：％）



oQ8.

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性別】　　　　　男性		[210]												64.3		3.3						1		【性別】　　　　　男性		210		25.2		39.0		32.4		1.9		1.4		64.3		3.3

						女性		[168]												65.5		3.0						2		女性		168		21.4		44.0		31.5		2.4		0.6		65.5		3.0

						【年齢別】18～29歳		[17]												52.9		-						3		【年齢別】18～29歳		17		11.8		41.2		47.1						52.9		-

						30代		[35]												62.9		5.7						4		30代		35		17.1		45.7		31.4		2.9		2.9		62.9		5.7

						40代		[47]												72.3		2.1						5		40代		47		23.4		48.9		25.5				2.1		72.3		2.1

						50代		[75]												58.7		4.0						6		50代		75		17.3		41.3		37.3		4.0				58.7		4.0

						60代		[105]												73.3		1.9						7		60代		105		29.5		43.8		24.8		1.9				73.3		1.9

						70代以上		[99]												59.6		4.0						8		70代以上		99		26.3		33.3		36.4		2.0		2.0		59.6		4.0

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	23.5	25.2	21.4	11.8	17.100000000000001	23.4	17.3	29.5	26.3	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	41.3	39	44	41.2	45.7	48.9	41.3	43.8	33.299999999999997	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	わからない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	32	32.4	31.5	47.1	31.4	25.5	37.299999999999997	24.8	36.4	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.1	1.9	2.4	2.9	4	1.9	2	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	信用	
できなさそう	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	1.1000000000000001	1.4	0.6	2.9	2.1	2	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	







oQ8. (2)

		Q8. 認知している適格消費者団体に対する最初の信用度(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計												信用
できそう		まあ信用
できそう		わからない		あまり信用
できなさそう		信用
できなさそう		信用
できそう
－計		信用
できなさ
そう－計

		15.75						N=

						全　　体		[378]												64.8		3.2								全　　体 ゼン カラダ		378		23.5		41.3		32.0		2.1		1.1		64.8		3.2

						【性×年齢別】男性18～39歳		[31]												54.8		6.5						9		【性×年齢別】男性18～39歳		31		22.6		32.3		38.7		3.2		3.2		54.8		6.5

						男性40～50代		[65]												66.2		4.6						10		男性40～50代		65		15.4		50.8		29.2		3.1		1.5		66.2		4.6

						男性60代以上		[114]												65.8		1.8						11		男性60代以上		114		31.6		34.2		32.5		0.9		0.9		65.8		1.8

						女性18～39歳		[21]												66.7		-						12		女性18～39歳		21		4.8		61.9		33.3						66.7		-

						女性40～50代		[57]												61.4		1.8						13		女性40～50代		57		24.6		36.8		36.8		1.8				61.4		1.8

						女性60代以上		[90]												67.8		4.4						14		女性60代以上		90		23.3		44.4		27.8		3.3		1.1		67.8		4.4

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[102]												80.4		2.0						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		102		30.4		50.0		17.6		2.0				80.4		2.0

						消費者被害非経験者		[276]												59.1		3.6						16		消費者被害非経験者		276		21.0		38.0		37.3		2.2		1.4		59.1		3.6

		5.25







信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	23.5	22.6	15.4	31.6	4.8	24.6	23.3	30.4	21	まあ信用	
できそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	41.3	32.299999999999997	50.8	34.200000000000003	61.9	36.799999999999997	44.4	50	38	わからない	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費	者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	32	38.700000000000003	29.2	32.5	33.299999999999997	36.799999999999997	27.8	17.600000000000001	37.299999999999997	あまり信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.1	3.2	3.1	0.9	1.8	3.3	2	2.2000000000000002	信用	
できなさそう	

全　　体	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	1.1000000000000001	3.2	1.5	0.9	1.1000000000000001	1.4	





bQ7.



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		1				性別		男性		[210]		31.9		24.8		30.5		21.0		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9		-		19.0														男性		210		31.9		24.8		30.5		21		26.7		19.5		14.8		5.7		4.3		4.3		3.8		2.4		1.9				19

		2						女性		[168]		31.0		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4		-		0.6		22.0														女性		168		31		32.1		19.6		24.4		16.7		14.3		11.9		4.2		5.4		4.2		2.4		2.4				0.6		22

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[17]		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8		-		5.9		5.9		-		-		-		23.5														18～29歳		17		23.5		35.3		5.9		5.9		17.6		35.3		17.6		11.8				5.9		5.9								23.5

		4						30代		[35]		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9		-		5.7		5.7		-		11.4														30代		35		22.9		17.1		34.3		17.1		14.3		28.6		11.4		5.7		8.6		2.9				5.7		5.7				11.4

		5						40代		[47]		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3		-		4.3		-		17.0														40代		47		25.5		23.4		29.8		19.1		21.3		23.4		19.1		4.3		6.4		6.4		4.3				4.3				17

		6						50代		[75]		21.3		21.3		22.7		16.0		12.0		17.3		9.3		-		4.0		4.0		2.7		2.7		-		-		30.7														50代		75		21.3		21.3		22.7		16		12		17.3		9.3				4		4		2.7		2.7						30.7

		7						60代		[105]		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9		-		-		21.9														60代		105		36.2		32.4		24.8		25.7		26.7		14.3		8.6		4.8		2.9		3.8		2.9		1.9						21.9

		8						70代以上		[99]		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4.0		4.0		3.0		-		1.0		15.2														70代以上		99		41.4		33.3		27.3		30.3		29.3		10.1		19.2		8.1		6.1		4		4		3				1		15.2

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ7. (2)



						Q7. 認知している適格消費者団体の最初のイメージ(MA)

																																																										13		7		2		6		12		1		11		4		5		3		9		10		8		14		15

										N=		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない																N		困ったときに気軽に相談ができる		消費者庁が広報している団体である		弁護士などの専門家集団の集まりである		法律に基づいて公的に認定された団体である		事業者に対して正当な主張をして戦っている		特定の社会運動家の集まりや団体組織である		個々の消費者に還元される活動をしている		消費者問題を勉強したい人のサークルである		不審な団体と区別がつかない		政府へのロビイングをしている利益団体である		相談するとお金を取られる		活動規模が小さく頼りない		事業者に対して無理な要求をしている		その他		何をやっているのかわからない

						全体				[378]		31.5		28.0		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5.0		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4												全体::		全体		378		31.5		28		25.7		22.5		22.2		17.2		13.5		5		4.8		4.2		3.2		2.4		1.1		0.3		20.4

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[31]		29.0		29.0		35.5		16.1		22.6		29.0		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5		-		9.7														男性18～39歳		31		29		29		35.5		16.1		22.6		29		16.1		12.9		6.5		6.5		3.2		3.2		6.5				9.7

		10						男性40～50代		[65]		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1		-		23.1														男性40～50代		65		18.5		12.3		27.7		13.8		21.5		26.2		13.8		3.1		4.6		6.2		4.6		3.1		3.1				23.1

		11						男性60代以上		[114]		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8		-		-		19.3														男性60代以上		114		40.4		30.7		30.7		26.3		30.7		13.2		14.9		5.3		3.5		2.6		3.5		1.8						19.3

		12						女性18～39歳		[21]		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5		-		4.8		-		-		4.8		-		-		23.8														女性18～39歳		21		14.3		14.3		9.5		9.5		4.8		33.3		9.5				4.8						4.8						23.8

		13						女性40～50代		[57]		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3		-		5.3		3.5		1.8		-		-		-		28.1														女性40～50代		57		28.1		33.3		22.8		21.1		8.8		12.3		12.3				5.3		3.5		1.8								28.1

		14						女性60代以上		[90]		36.7		35.6		20.0		30.0		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3		-		1.1		17.8														女性60代以上		90		36.7		35.6		20		30		24.4		11.1		12.2		7.8		5.6		5.6		3.3		3.3				1.1		17.8

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[125]		24.8		26.4		26.4		20.0		20.8		27.2		9.6		4.0		4.0		7.2		4.0		2.4		2.4		-		16.0														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		125		24.8		26.4		26.4		20		20.8		27.2		9.6		4		4		7.2		4		2.4		2.4				16

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[43]		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7		-		4.7		-		2.3		-		-		27.9														パート・アルバイト・非常勤等		43		32.6		32.6		27.9		27.9		25.6		11.6		11.6		4.7				4.7				2.3						27.9

		10						自営業・自由業		[43]		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7.0		4.7		2.3		4.7		2.3		-		18.6														自営業・自由業		43		39.5		18.6		27.9		18.6		20.9		20.9		18.6		4.7		7		4.7		2.3		4.7		2.3				18.6

		11						専業主婦・主夫		[71]		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7.0		2.8		2.8		2.8		-		1.4		18.3														専業主婦・主夫		71		29.6		33.8		21.1		29.6		22.5		9.9		15.5		5.6		7		2.8		2.8		2.8				1.4		18.3

		12						無職		[91]		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1		-		-		26.4														無職		91		36.3		27.5		26.4		20.9		20.9		8.8		13.2		6.6		5.5		1.1		3.3		1.1						26.4

		13				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[102]		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2.0		3.9		2.9		1.0		9.8														消費者被害経験者		102		41.2		35.3		32.4		35.3		31.4		25.5		16.7		6.9		4.9		6.9		2		3.9		2.9		1		9.8

		14						消費者被害非経験者		[276]		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4		-		24.3														消費者被害非経験者		276		27.9		25.4		23.2		17.8		18.8		14.1		12.3		4.3		4.7		3.3		3.6		1.8		0.4				24.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン







全体	

困ったときに気軽に相談ができる	消費者庁が広報している団体である	弁護士などの専門家集団の集まりである	法律に基づいて公的に認定された団体である	事業者に対して正当な主張をして戦っている	特定の社会運動家の集まりや団体組織である	個々の消費者に還元される活動をしている	消費者問題を勉強したい人のサークルである	不審な団体と区別がつかない	政府へのロビイングをしている利益団体である	相談するとお金を取られる	活動規模が小さく頼りない	事業者に対して無理な要求をしている	その他	何をやっているのかわからない	31.5	28	25.7	22.5	22.2	17.2	13.5	5	4.8	4.2	3.2	2.4	1.1000000000000001	0.3	20.399999999999999	



（単位：％）



bQ5.



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		( ア) 
適格消費者団体		( イ) 
特定適格消費者団体		( ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				性別		男性		[527]		60.2		63.4		60.2														男性		527		60.2		63.4		60.2

		2						女性		[473]		64.5		66.4		65.8														女性		473		64.5		66.4		65.8

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[65]		73.8		76.9		78.5														18～29歳		65		73.8		76.9		78.5

		4						30代		[119]		70.6		74.8		72.3														30代		119		70.6		74.8		72.3

		5						40代		[163]		71.2		75.5		71.2														40代		163		71.2		75.5		71.2

		6						50代		[206]		63.6		65.5		65.5														50代		206		63.6		65.5		65.5

		7						60代		[233]		54.9		61.4		58.8														60代		233		54.9		61.4		58.8

		8						70代以上		[214]		53.7		50.5		48.1														70代以上		214		53.7		50.5		48.1

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

( ア) 	
適格消費者団体	( イ) 	
特定適格消費者団体	( ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (2)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[105]		70.5		74.3		73.3														男性18～39歳		105		70.5		74.3		73.3

		10						男性40～50代		[189]		65.6		69.8		66.1														男性40～50代		189		65.6		69.8		66.1

		11						男性60代以上		[233]		51.1		53.2		49.4														男性60代以上		233		51.1		53.2		49.4

		12						女性18～39歳		[79]		73.4		77.2		75.9														女性18～39歳		79		73.4		77.2		75.9

		13						女性40～50代		[180]		68.3		70.0		70.0														女性40～50代		180		68.3		70		70

		14						女性60代以上		[214]		57.9		59.3		58.4														女性60代以上		214		57.9		59.3		58.4

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ5. (3)



						Q5.消費者団体訴訟制度・団体の認知(各SA) 

														「知らなかった」の回答率 シ カイトウリツ

																																		1		2		3

										N=		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度																N		(ア) 
適格消費者団体		(イ) 
特定適格消費者団体		(ウ) 
消費者団体訴訟制度

						全体				[1000]		62.2		64.8		62.8												全体::		全体		1000		62.2		64.8		62.8

		1				居住地域別		北海道		[88]		60.2		63.6		63.6														北海道		88		60.2		63.6		63.6

		2						関東（東京除く）		[258]		60.9		64.0		62.8														関東（東京除く）		258		60.9		64		62.8

		3						東京都		[151]		58.9		62.9		58.9														東京都		151		58.9		62.9		58.9

		4						中部		[156]		60.9		66.0		59.6														中部		156		60.9		66		59.6

		5						近畿		[207]		66.2		65.2		63.8														近畿		207		66.2		65.2		63.8

		6						中国・四国		[65]		63.1		70.8		69.2														中国・四国		65		63.1		70.8		69.2

		7						九州・沖縄		[75]		66.7		64.0		68.0														九州・沖縄		75		66.7		64		68

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[312]		59.9		66.3		65.1														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		312		59.9		66.3		65.1

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[146]		70.5		72.6		71.2														パート・アルバイト・非常勤等		146		70.5		72.6		71.2

		10						自営業・自由業		[89]		51.7		55.1		51.7														自営業・自由業		89		51.7		55.1		51.7

		11						専業主婦・主夫		[201]		64.7		63.2		62.7														専業主婦・主夫		201		64.7		63.2		62.7

		12						無職		[236]		61.4		62.7		59.3														無職		236		61.4		62.7		59.3

		13				消費者団体訴訟制度・団体の認知者				[460]		17.8		23.5		19.1														消費者団体訴訟制度・団体の認知者		460		17.8		23.5		19.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[187]		45.5		49.7		44.9														消費者被害経験者		187		45.5		49.7		44.9

		16						消費者被害非経験者		[813]		66.1		68.3		66.9														消費者被害非経験者		813		66.1		68.3		66.9



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ				※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

(ア) 	
適格消費者団体	(イ) 	
特定適格消費者団体	(ウ) 	
消費者団体訴訟制度	62.2	64.8	62.8	



（単位：％）



bQ9.



						Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		1				性別		男性		[193]		21.2		9.8		3.1		74.1														男性		193		21.2		9.8		3.1		74.1

		2						女性		[159]		16.4		9.4		4.4		76.7														女性		159		16.4		9.4		4.4		76.7

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		9				性・年齢別 ネンレイ ベツ		男性18～39歳		[27]		22.2		22.2		7.4		63.0														男性18～39歳		27		22.2		22.2		7.4		63

		10						男性40～50代		[57]		21.1		8.8		1.8		75.4														男性40～50代		57		21.1		8.8		1.8		75.4

		11						男性60代以上		[109]		21.1		7.3		2.8		76.1														男性60代以上		109		21.1		7.3		2.8		76.1

		12						女性18～39歳		[18]		22.2		5.6		5.6		66.7														女性18～39歳		18		22.2		5.6		5.6		66.7

		13						女性40～50代		[54]		16.7		11.1		5.6		75.9														女性40～50代		54		16.7		11.1		5.6		75.9

		14						女性60代以上		[87]		14.9		9.2		3.4		79.3														女性60代以上		87		14.9		9.2		3.4		79.3



										※		■：全体+10ポイント以上■：全体+5ポイント以上■：全体-5ポイント以下■：全体-10ポイント以下 イジョウ イカ イカ

										※		nが30未満はサンプル数が少ないため、参考値 ミマン



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）



bQ9. (2)



						'Q9. 認知している特定適格消費者団体(MA)

																																				1		2		5		4

										N=		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない																N		消費者機構日本		消費者支援機構関西		埼玉消費者被害をなくす会		特定の団体名までは知らない

						全体				[352]		19.0		9.7		3.7		75.3												全体::		全体		352		19		9.7		3.7		75.3

		3				年齢別 ネンレイ ベツ		18～29歳		[15]		33.3		20.0		6.7		53.3														18～29歳		15		33.3		20		6.7		53.3

		4						30代		[30]		16.7		13.3		6.7		70.0														30代		30		16.7		13.3		6.7		70

		5						40代		[40]		27.5		10.0		5.0		62.5														40代		40		27.5		10		5		62.5

		6						50代		[71]		14.1		9.9		2.8		83.1														50代		71		14.1		9.9		2.8		83.1

		7						60代		[90]		18.9		11.1		3.3		76.7														60代		90		18.9		11.1		3.3		76.7

		8						70代以上		[106]		17.9		5.7		2.8		78.3														70代以上		106		17.9		5.7		2.8		78.3

		1				居住地域別		北海道		[32]		9.4		3.1		-		87.5														北海道		32		9.4		3.1				87.5

		2						関東（東京除く）		[93]		26.9		6.5		6.5		67.7														関東（東京除く）		93		26.9		6.5		6.5		67.7

		3						東京都		[56]		19.6		8.9		5.4		75.0														東京都		56		19.6		8.9		5.4		75

		4						中部		[53]		13.2		9.4		1.9		84.9														中部		53		13.2		9.4		1.9		84.9

		5						近畿		[72]		13.9		18.1		1.4		75.0														近畿		72		13.9		18.1		1.4		75

		6						中国・四国		[19]		21.1		10.5		5.3		73.7														中国・四国		19		21.1		10.5		5.3		73.7

		7						九州・沖縄		[27]		25.9		7.4		3.7		70.4														九州・沖縄		27		25.9		7.4		3.7		70.4

		8				職業別		（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[105]		21.0		15.2		3.8		69.5														（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		105		21		15.2		3.8		69.5

		9						パート・アルバイト・非常勤等		[40]		20.0		5.0		7.5		77.5														パート・アルバイト・非常勤等		40		20		5		7.5		77.5

		10						自営業・自由業		[40]		22.5		15.0		5.0		70.0														自営業・自由業		40		22.5		15		5		70

		11						専業主婦・主夫		[74]		17.6		8.1		2.7		75.7														専業主婦・主夫		74		17.6		8.1		2.7		75.7

		12						無職		[88]		15.9		2.3		1.1		84.1														無職		88		15.9		2.3		1.1		84.1

		15				経験別 ケイケン		消費者被害経験者		[94]		25.5		13.8		7.4		69.1														消費者被害経験者		94		25.5		13.8		7.4		69.1

		16						消費者被害非経験者		[258]		16.7		8.1		2.3		77.5														消費者被害非経験者		258		16.7		8.1		2.3		77.5





						経験別=消費者被害経験別 ケイケン ベツ



全体	

消費者機構日本	消費者支援機構関西	埼玉消費者被害をなくす会	特定の団体名までは知らない	19	9.6999999999999993	3.7	75.3	



（単位：％）
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＜社会的意義・必要性への認識＞

Q.適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在や活動について、社会的意義や必要性を感じますか。（お答えは1つ）

感じる－計
感じない－

計

N=
全　　体 [1000] 77.0 5.3

【年齢別】18～29歳 [65] 49.2 9.2
30代 [119] 65.5 6.7
40代 [163] 73.0 9.8
50代 [206] 75.7 3.4
60代 [233] 82.8 4.3

70代以上 [214] 89.7 2.8
【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者 [460] 87.6 2.2

非認知者 [540] 68.0 8.0
【消費者被害経験別】　消費者被害経験者 [187] 93.6 1.6

消費者被害非経験者 [813] 73.2 6.2

37.5
20.0

28.6
36.2

33.0
44.2
45.8
45.9

30.4
58.3

32.7

39.5
29.2

37.0
36.8
42.7

38.6
43.9

41.7
37.6

35.3
40.5

17.7

41.5

27.7

17.2

20.9

12.9

7.5

10.2

24.1

4.8

20.7

2.7

1.5

1.7

5.5

1.9

2.6

2.3

0.7

4.4

1.6

3.0

2.6

7.7

5.0

4.3

1.5

1.7

0.5

1.5

3.5

3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

感じる まあ感じる どちらともいえない あまり感じない 感じない

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート


調査項目概要

						調査項目結果 チョウサ コウモク ケッカ						ver1

						観点 カンテン		一般消費者へのアンケート項目 イッパン ショウヒシャ コウモク		特定適格消費者団体へのヒアリング項目
（オンライン対面） トクテイ テキカク ショウヒシャ ダンタイ コウモク タイメン		適格消費者団体への調査項目（書面） テキカク ショウヒシャ ダンタイ チョウサ コウモク ショメン



						契約法の認識度
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し ケイヤクホウ ニンシキ ド ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ





						制度・団体の認知度の把握
認知に向けた効果的な媒体の洗い出し セイド ダンタイ ニンチド ハアク ニンチ ム コウカテキ バイタイ アラ ダ







						団体訴訟制度の理解度 ダンタイ ソショウ セイド リカイド



						消費者団体訴訟制度の活用（適格の有無も含む） ショウヒシャ ダンタイ ソショウ セイド カツヨウ テキカク ウム フク





						消費者と団体の距離感 ショウヒシャ ダンタイ キョリカン





						団体に活動してもらいたい分野（利用規約とかか）と消費者の認識のギャップの有無 ダンタイ カツドウ ブンヤ リヨウ キヤク ショウヒシャ ニンシキ ウム

						訴訟参加率向上のための課題 ソショウ サンカ リツ コウジョウ カダイ









						団体の活動・持続的な発展に向けて足りないものは何か。 ダンタイ カツドウ ジゾクテキ ハッテン ム タ ナニ





						IT化 カ



						業界環境のあり方 ギョウカイ カンキョウ カタ

						特色別の団体を育成すべきではないか



						制度面 セイド メン





						社会的意義 シャカイテキ イギ
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Sheet1

								  調査数		Q12.消費者団体訴訟制度についての認知経路(MA)

										適格消費者団体・特定適格消費者団体のHP		消費者庁のHP		国民生活センターや地方自治団体のHP		消費者庁や地方自治体のパンフレット		消費者庁のSNS （Facebook,Twitter）		その他のSNS 		電車内の広告		新聞やテレビ等での報道		インターネット上でのニュース等の報道		被害者のHPやブログ等		学校の授業や教材		弁護士など専門家からの紹介		家族の話		友人・知人の話		その他

				  全  体				372		27		64		72		47		11		10		5		190		92		2		15		14		19		26		4

								100.0		7.3		17.2		19.4		12.6		3.0		2.7		1.3		51.1		24.7		0.5		4.0		3.8		5.1		7.0		1.1

				分析軸1 		【性別】男性		210		21		39		35		26		8		6		3		113		59		1		9		11		9		11		2

								100.0		10.0		18.6		16.7		12.4		3.8		2.9		1.4		53.8		28.1		0.5		4.3		5.2		4.3		5.2		1.0

						女性		162		6		25		37		21		3		4		2		77		33		1		6		3		10		15		2

								100.0		3.7		15.4		22.8		13.0		1.9		2.5		1.2		47.5		20.4		0.6		3.7		1.9		6.2		9.3		1.2

						【年齢別】
18～29歳		14		-		1		-		1		-		2		-		4		5		-		4		2		1		1		-

								100.0		-		7.1		-		7.1		-		14.3		-		28.6		35.7		-		28.6		14.3		7.1		7.1		-

						30代		33		6		11		4		2		4		1		1		10		8		1		3		-		3		2		1

								100.0		18.2		33.3		12.1		6.1		12.1		3.0		3.0		30.3		24.2		3.0		9.1		-		9.1		6.1		3.0

						40代		47		6		9		7		4		4		1		-		26		11		1		2		4		-		2		1

								100.0		12.8		19.1		14.9		8.5		8.5		2.1		-		55.3		23.4		2.1		4.3		8.5		-		4.3		2.1

						50代		71		1		7		13		4		1		4		1		30		23		-		2		2		4		4		1

								100.0		1.4		9.9		18.3		5.6		1.4		5.6		1.4		42.3		32.4		-		2.8		2.8		5.6		5.6		1.4

						60代		96		7		18		16		11		2		1		2		51		24		-		3		2		4		7		-

								100.0		7.3		18.8		16.7		11.5		2.1		1.0		2.1		53.1		25.0		-		3.1		2.1		4.2		7.3		-

						70代以上		111		7		18		32		25		-		1		1		69		21		-		1		4		7		10		1

								100.0		6.3		16.2		28.8		22.5		-		0.9		0.9		62.2		18.9		-		0.9		3.6		6.3		9.0		0.9
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oQ25.

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【年齢別】18～29歳		[5]																				3		【年齢別】18～29歳		5		20.0		80.0

						30代		[18]																				4		30代		18		50.0		44.4		5.6

						40代		[26]																				5		40代		26		11.5		73.1		15.4

						50代		[47]																				6		50代		47		12.8		74.5		12.8

						60代		[48]																				7		60代		48		31.3		58.3		10.4

						70代以上		[43]																				8		70代以上		43		18.6		60.5		18.6		2.3

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	20	50	11.5	12.8	31.3	18.600000000000001	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	80	44.4	73.099999999999994	74.5	58.3	60.5	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	5.6	15.4	12.8	10.4	18.600000000000001	15.7	6.7	その他	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	2.2999999999999998	1.7	







oQ25. (2)

		Q25.被害発生時点で適格消費者団体・特定適格消費者団体の存在を知っていたか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																知っていた		知らなかった		覚えていない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[187]																						全　　体 ゼン カラダ		187		22.5		64.2		12.8		0.5

						【居住地域】　　　北海道		[19]																				1		【居住地域】　　　北海道		19		15.8		57.9		26.3

						関東（東京除く）		[50]																				2		関東（東京除く）		50		22.0		68.0		10.0

						東京都		[28]																				3		東京都		28		25.0		67.9		3.6		3.6

						中部		[35]																				4		中部		35		25.7		62.9		11.4

						近畿		[27]																				5		近畿		27		11.1		70.4		18.5

						中国・四国		[13]																				6		中国・四国		13		38.5		46.2		15.4

						九州・沖縄		[15]																				7		九州・沖縄		15		26.7		60.0		13.3

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[58]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		58		25.9		65.5		8.6

						パート・アルバイト・非常勤等		[29]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		29		20.7		55.2		24.1

						自営業・自由業		[17]																				10		自営業・自由業		17		23.5		64.7		11.8

						専業主婦・主夫		[37]																				11		専業主婦・主夫		37		27.0		64.9		8.1

						無職		[42]																				12		無職		42		11.9		69.0		16.7		2.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[127]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		127		28.3		55.9		15.7

						非認知者		[60]																				14		非認知者		60		10.0		81.7		6.7		1.7

		5.25







知っていた	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	22.5	15.8	22	25	25.7	11.1	38.5	26.7	25.9	20.7	23.5	27	11.9	28.3	10	知らなかった	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタ	イムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	64.2	57.9	68	67.900000000000006	62.9	70.400000000000006	46.2	60	65.5	55.2	64.7	64.900000000000006	69	55.9	81.7	覚えていない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	12.8	26.3	10	3.6	11.4	18.5	15.4	13.3	8.6	24.1	11.8	8.1	16.7	15.7	6.7	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.5	3.6	2.4	1.7	







oQ27.

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0





相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	2	





oQ27. (2)

		Q27.適格消費者団体・特定適格消費者団体を認知していたら相談したか(SA)																																1.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																																相談・情報提供
していたと思う		相談・情報提供
しなかったと思う		わからない		その他

		15.75						N=

						全　　体		[120]																						全　　体 ゼン カラダ		120		46.7		20.8		31.7		0.8

						【居住地域】　　　北海道		[11]																				1		【居住地域】　　　北海道		11		45.5		18.2		36.4

						関東（東京除く）		[34]																				2		関東（東京除く）		34		44.1		26.5		29.4

						東京都		[19]																				3		東京都		19		68.4		5.3		26.3

						中部		[22]																				4		中部		22		27.3		40.9		31.8

						近畿		[19]																				5		近畿		19		57.9		15.8		26.3

						中国・四国		[6]																				6		中国・四国		6		33.3		16.7		33.3		16.7

						九州・沖縄		[9]																				7		九州・沖縄		9		44.4				55.6

						【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		[38]																				8		【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員		38		55.3		28.9		15.8

						パート・アルバイト・非常勤等		[16]																				9		パート・アルバイト・非常勤等		16		43.8		12.5		43.8

						自営業・自由業		[11]																				10		自営業・自由業		11		45.5		18.2		36.4

						専業主婦・主夫		[24]																				11		専業主婦・主夫		24		45.8		25.0		29.2

						無職		[29]																				12		無職		29		37.9		10.3		48.3		3.4

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[71]																				13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		71		54.9		16.9		28.2

						非認知者		[49]																				14		非認知者		49		34.7		26.5		36.7		2.0

		5.25







相談・情報提供	
していたと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	46.7	45.5	44.1	68.400000000000006	27.3	57.9	33.299999999999997	44.4	55.3	43.8	45.5	45.8	37.9	54.9	34.700000000000003	相談・情報提供	
しなかったと思う	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・	四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	20.8	18.2	26.5	5.3	40.9	15.8	16.7	28.9	12.5	18.2	25	10.3	16.899999999999999	26.5	わからない	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	31.7	36.4	29.4	26.3	31.8	26.3	33.299999999999997	55.6	15.8	43.8	36.4	29.2	48.3	28.2	36.700000000000003	その他	

全　　体	【居住地域】　　　北海道	関東（東京除く）	東京都	中部	近畿	中国・四国	九州・沖縄	【職業別】（フルタイムの）会社員・団体職員・公務員	パート・アルバイト・非常勤等	自営業・自由業	専業主婦・主夫	無職	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	0.8	16.7	3.4	2	







oQ29

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【性別】　　　　　男性		[527]												75.9		6.5						1		【性別】　　　　　男性		527		38.0		38.0		17.6		3.6		2.8		75.9		6.5

						女性		[473]												78.2		4.0						2		女性		473		37.0		41.2		17.8		1.7		2.3		78.2		4.0

						【年齢別】18～29歳		[65]												49.2		9.2						3		【年齢別】18～29歳		65		20.0		29.2		41.5		1.5		7.7		49.2		9.2

						30代		[119]												65.5		6.7						4		30代		119		28.6		37.0		27.7		1.7		5.0		65.5		6.7

						40代		[163]												73.0		9.8						5		40代		163		36.2		36.8		17.2		5.5		4.3		73.0		9.8

						50代		[206]												75.7		3.4						6		50代		206		33.0		42.7		20.9		1.9		1.5		75.7		3.4

						60代		[233]												82.8		4.3						7		60代		233		44.2		38.6		12.9		2.6		1.7		82.8		4.3

						70代以上		[214]												89.7		2.8						8		70代以上		214		45.8		43.9		7.5		2.3		0.5		89.7		2.8

						【性×年齢別】男性18～39歳		[105]												58.1		8.6						9		【性×年齢別】男性18～39歳		105		27.6		30.5		33.3		1.0		7.6		58.1		8.6

						男性40～50代		[189]												74.1		7.9						10		男性40～50代		189		32.3		41.8		18.0		5.3		2.6		74.1		7.9

						男性60代以上		[233]												85.4		4.3						11		男性60代以上		233		47.2		38.2		10.3		3.4		0.9		85.4		4.3

						女性18～39歳		[79]												62.0		6.3						12		女性18～39歳		79		22.8		39.2		31.6		2.5		3.8		62.0		6.3

						女性40～50代		[180]												75.0		4.4						13		女性40～50代		180		36.7		38.3		20.6		1.7		2.8		75.0		4.4

						女性60代以上		[214]												86.9		2.8						14		女性60代以上		214		42.5		44.4		10.3		1.4		1.4		86.9		2.8

		5.25







感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	37.5	38	37	20	28.6	36.200000000000003	33	44.2	45.8	27.6	32.299999999999997	47.2	22.8	36.700000000000003	42.5	まあ感じる	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	39.5	38	41.2	29.2	37	36.799999999999997	42.7	38.6	43.9	30.5	41.8	38.200000000000003	39.200000000000003	38.299999999999997	44.4	どちらともいえない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	17.7	17.600000000000001	17.8	41.5	27.7	17.2	20.9	12.9	7.5	33.299999999999997	18	10.3	31.6	20.6	10.3	あまり感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.7	3.6	1.7	1.5	1.7	5.5	1.9	2.6	2.2999999999999998	1	5.3	3.4	2.5	1.7	1.4	感じない	

全　　体	【性別】　　　　　男性	女性	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【性×年齢別】男性18～39歳	男性40～50代	男性60代以上	女性18～39歳	女性40～50代	女性60代以上	2.6	2.8	2.2999999999999998	7.7	5	4.3	1.5	1.7	0.5	7.6	2.6	0.9	3.8	2.8	1.4	







oQ29.(2)

		Q29.適格消費者団体・特定適格消費者団体に社会的意義や必要性を感じるか(SA)																																1.0		2.0		3.0		4.0		5.0

						25.5		6.88										1.6300

		12.75

		57.75																		感じる－計		感じない－計												感じる		まあ感じる		どちらともいえない		あまり感じない		感じない		感じる－計		感じない－計

		15.75						N=

						全　　体		[1000]												77.0		5.3								全　　体 ゼン カラダ		1000		37.5		39.5		17.7		2.7		2.6		77.0		5.3

						【年齢別】18～29歳		[65]												49.2		9.2						3		【年齢別】18～29歳		65		20.0		29.2		41.5		1.5		7.7		49.2		9.2

						30代		[119]												65.5		6.7						4		30代		119		28.6		37.0		27.7		1.7		5.0		65.5		6.7

						40代		[163]												73.0		9.8						5		40代		163		36.2		36.8		17.2		5.5		4.3		73.0		9.8

						50代		[206]												75.7		3.4						6		50代		206		33.0		42.7		20.9		1.9		1.5		75.7		3.4

						60代		[233]												82.8		4.3						7		60代		233		44.2		38.6		12.9		2.6		1.7		82.8		4.3

						70代以上		[214]												89.7		2.8						8		70代以上		214		45.8		43.9		7.5		2.3		0.5		89.7		2.8

						【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		[460]												87.6		2.2						13		【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者		460		45.9		41.7		10.2		0.7		1.5		87.6		2.2

						非認知者		[540]												68.0		8.0						14		非認知者		540		30.4		37.6		24.1		4.4		3.5		68.0		8.0

						【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		[187]												93.6		1.6						15		【消費者被害経験別】　消費者被害経験者		187		58.3		35.3		4.8		1.6				93.6		1.6

						消費者被害非経験者		[813]												73.2		6.2						16		消費者被害非経験者		813		32.7		40.5		20.7		3.0		3.2		73.2		6.2

		5.25







感じる	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	37.5	20	28.6	36.200000000000003	33	44.2	45.8	45.9	30.4	58.3	32.700000000000003	まあ感じる	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	39.5	29.2	37	36.799999999999997	42.7	38.6	43.9	41.7	37.6	35.299999999999997	40.5	どちらともいえない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	17.7	41.5	27.7	17.2	20.9	12.9	7.5	10.199999999999999	24.1	4.8	20.7	あまり感じない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.7	1.5	1.7	5.5	1.9	2.6	2.2999999999999998	0.7	4.4000000000000004	1.6	3	感じない	

全　　体	【年齢別】18～29歳	30代	40代	50代	60代	70代以上	【消費者団体訴訟制度・団体の認知別】　認知者	非認知者	【消費者被害経験別】　消費者被害経験者	消費者被害非経験者	2.6	7.7	5	4.3	1.5	1.7	0.	5	1.5	3.5	3.2	
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・特定適格消費者団体の活動に対する支払意志額（CVMによる仮想評価法※１）は、最も安い年間
世帯あたり200円であっても支払う割合が30％程度と非常に低かった。
・パラメトック手法※２で中央値を算定した場合の支払意志額は年間309円/世帯と推計（注参照）。

・クロス分析で要因を解析すると、所得、消費者被害の経験、消費者相談の経験、（特定）適格消
費者団体への社会的意義・必要性の有無などが影響を与えている。

■アンケートの設問（要旨）

皆さんが事業者による不当な行為によって何らかの損害を被ったり、不当な行為を止めたりしたい場合、一般的に
は、皆さん自身が、直接事業者に訴訟をしてくれる弁護士を探し、訴訟のために多くの時間を割くことになります。また、
個人で裁判を起こすためには、多大な費用がかかります。そのような状況において、特定の消費者団体が皆さんのた
めに訴訟を起こす制度があります。

以下は、仮定の話としてお答えください。仮に、特定適格消費者団体を皆さんの寄付により運営すると想定してくださ
い。消費者団体が１年間の日々の活動を維持するために、毎年、世帯あたり●●円を寄付する必要があると仮定しま
す。あなたはこの金額を支払いますか？

●●円の部分については、500円、1000
円、2000円、5000円、800円を提示。支
払うと回答した場合は1段階上を再表示
（8000円の場合は10000円）、支払わな
いと回答した場合は1段階下の金額を再

表示（500円の場合は200円）

注１：当調査はプレ調査の位置づけであり、支
払意志額が非常に低く本来的にはより低い
価格設定で本調査を実施することが望ましい。

注２：バイアスを生じさせると考えられる回答
（抵抗回答等）を除いているため、総サンプル
数1000のうち、利用したサンプル数は535で
あった。

＜団体活動を支える寄付への支払意思＞

※１：ある政策等のための支払ってもよい金額
を尋ねることにより、その価値を金額として評
価する手法。

※２：特定の関数系を設定したモデルを作成し
て推計する手法。

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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特にない

税額控除の対象になる

自分も問題だと思っているトラブル類型や取引類型で、団体が活動する

自分も共感する個別事案で、団体が活動する

団体から日頃の活動情報について定期的に情報提供を受ける

団体が主催する消費者トラブルへの対応の勉強会に参加できる

特定の個別団体でなく、このような団体の活動全般として支援できる形（団体全

体への基金への寄付）ならよい

その他（

Q.どのような条件であれば寄付してもいいと思いますか。（お答えはいくつでも）(N=前問で2回連続「支払わない」との回答した者)

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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＜被害回復訴訟制度への参加＞

・消費者に被害回復訴訟に参加する意向があるか、参加に影響を与えると思われる要素・程度
を明らかにするため、参加意向に影響を与えるだろう要素の組み合わせを複数回提示し、参加
の可否を問う簡易なコンジョイント分析を実施。
・平均的な参加率は35.8％となり、消費者の参加意向に影響を与える要素として、①返金額（２

万円～４万５千円）、②慰謝料（１万円）の有無、③参加者名の裁判所での閲覧の有無、④契約
書類、被害の調査票の入力・やりとりの方法（ITの利用の有無）、⑤返金までの期間（3カ月～２
年）、⑥本人確認の方法（ITの利用の有無）を設定したが、統計上、参加意向に影響を与えるの
は、①③⑤となった。

今回のプロファイルでの平均的な参加率 35.8％

➡受取価格が1000円（10000円）上昇した場合の参加率
の変化

1.3ポイント
（11ポイント）向上

➡裁判所での閲覧がなされない場合の参加率の変化 22.0ポイント向上

➡返金までの期間を6ヶ月早めた際の参加率の変化 9.7ポイント向上

■アンケートの設問
仮に、皆さんが受験料として総額５万円を支払って受験した民間の資格試験があるとします。しかし、その採点

に不正があり、特定のグループの人が有利に採点されていました。特定適格消費者団体が、この受験により被
害を受けた消費者を代表して、受験料の返金に向けた訴訟を起こして勝訴した（第1段階）と仮定します。そのう

えで、特定適格消費者団体から、受験者である皆様に、この返金の手続き参加へのお知らせが届いたとします。
あなたは、この手続きに参加しますか？

５回とも別々の条件が出ますので、それぞれその訴訟で最も望ましい条件を回答してください。あなかたがこ
の手続きに参加した場合は、返金をする資格試験の運営事業者に知られることとなります。

■条件（有意であったものののみ）
・返金額：4.5万円、4万円、3万円、2万
円

・参加者名の裁判所での閲覧：有り（手
続きに参加したことが知られる可能
性があります）、無し（手続きに参加し
たことは知られません）、

・返金までの期間：3ヶ月、6ヶ月、8ヶ月、
1年、2年

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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＜和解への参加＞

・消費者に和解に参加する意向があるか、参加に影響を与えると思われる要素・程度を明らか
にするため、参加意向に影響を与えるだろう要素の組み合わせを複数回提示し、参加の可否
を問う簡易なコンジョイント分析を実施。
・平均的な参加率は46.1％となり、和解への参加意向に影響を与える要素として、①消費者被

害の種類（故意かミスか）、②返金割合、③被害金額、④返金までの期間であったが、③につい
ては有意とはならず、①②④のみが有意な結果となった。
・ただし、業者が悪質であった場合の和解参加率がプラスに出ており、想定と異なっていた。

・訴訟上の和解におけるプロファイルの提示が、和解に参加するかしないかの選択をやや困難
にさせていたと考えられる（和解と裁判継続の違いがわかりづらい）。

今回のプロファイルでの平均的な参加率 46.1％

➡業者が悪質であった場合の参加率の変化 13.4ポイント向上

➡返金割合が1割向上した場合の参加率の変化 32.5ポイント向上

➡返金までの期間を6ヶ月早めた際の参加率の変化 23.4ポイント向上

■アンケートの設問
仮に、あなたが何らかの消費者被害に遭い、特定適格消費者団体が被害の回復のために提訴したと想定し

てください。その特定適格消費者団体が、事業者との間の訴訟で最後まで争うのではなく、一定の解決金を消費
者に支払うことを条件に解決とする和解をすることができたとして、あなたはその和解に参加しますか？

この件では、消費者被害発生から特定適格消費者団体が提訴するまで１年かかっています。その後、今回の
裁判を経て、最後まで争う場合には、さらに２年がかかる（合計３年）ところ、和解により、その期間が短縮される
代わりに、解決金として支払われる額も減ることが考えられます。
５回とも別々の条件が出ますので、それぞれ和解に参加するかどうか回答してください。

■条件（有意であったものののみ）

・消費者被害の種類：①事業者は明らかに意図
的に被害を生じさせており、悪質であった、②
事業者のミスによる被害であり、悪質ではな
かった

・返金割合：①8割、②5割、③3割
・返金までの期間：①提訴してから3ヶ月(合計1
年3ヶ月)、提訴してから6ヶ月(合計1年6ヶ月)、
提訴してから1年(合計2年)

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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＜消費者団体訴訟制度への期待＞

Q.消費者団体訴訟制度（差止・被害回復）、（特定）適格消費者団体に期待することがあれば教えてください。(自由回答-・複数回答)

有意回答（「特になし」を含む）=737
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※自由回答を類型別に分類
※特になし＝238

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

（参考）一般消費者に対するアンケート
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（参考）個別事案参加者インタビュー（抄）

・消費者団体訴訟制度の言葉は知っていたが、COJについて、当初聞いたこともなく、ポジやネガのイメージもなく、詳しく
理解できていなかった。今でも団体がどこから派生したかや具体的な目的をいまいち理解していないし、「特定適格消費
者団体」という言葉を知らない、名前から想像しづらい。化粧品などのクーリング・オフを代わりにやってくれる団体かと
思っていたところ、大学受験料についても対応すると知って驚いた。団体のHPやパンフレットで見たが、専門用語があっ
て難しかった。家族には、COJについて大丈夫なのか心配され、自分でもうまく全容を説明できなかった。また、具体的な
訴訟の流れがよくわからなかった。
・訴訟への参加のきっかけは、大学に対する失望や疑念、怒り。自分でも民事訴訟を提起することを考えていたが、COJ
による手法もあるなら利用してみよう、自分で訴訟できない他の受験生にとってもいい仕組みではないかと思った。

・一方、受からせてくれた大学に迷惑をかけないか、就職時に差別を受けるのではないか、という懸念はあった。周囲
からも、医学界の狭い世界で裁判を起こすことは馬鹿であり、波風を立てるべきではないと言われた。また、裁判まで
起こすと、お金目当てなのか、そこまでやるのかと思われる後ろめたさがあり、周囲にも基本的に話していない。た
だ、今後もこの体制が変わらないことはおかしいと思い、不安より訴訟を起こそうとは思った。
・自分の周囲には、一緒に訴訟を起こす人はあまりいない。裁判はハードルが高いという人が多く、個別に大学と協
議で求めていくほうが多かった。

・HPなどでは団体の全容がわからない。平素な言葉やイラストがあるとよかった。何となくははわかるが、自分が具体
的に何をするのか、具体的にいくら費用がかかるかのイメージがはっきりわからなかった。手続きの説明の法律用語
が難しいところがあり、具体的に分かりづらい。
・手続きや説明会をオンラインでするとよいと思った。

＜参加への懸念＞

＜特定適格消費者団体の認知度・参加動機＞

＜改善要望＞

注：東京医科大事案訴訟参加者（1名）のご同意を得て匿名で実施（本年３月実施）

（調査）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社
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・消費者団体訴訟制度や特定適格消費者団体についての一般消費者の認知度は、約３
～４割あるが、特定適格消費者団体の声や消費者の行動、事業者の声からすると、具体
的な役割については、明確に理解されていない。
 若い世代に、認知や社会的意義について、理解されていない。（消費者アンケート）

 消費者被害が生じた際／生じそうになった際に、消費者にとって、（特定）適格消費者団体は必ず
しも相談先や情報提供先になっていない。（消費者アンケート）

 消費者にとって、気軽な消費者相談先だと認識され、個別事案のあっせんを依頼されることもあ
るが、（特定）適格消費者団体は必ずしも相談された事案にすぐに対応できるわけではなく、緊急
性を鑑み、188などを紹介することもある。（団体ヒアリング）

課題

現在の取組

〇消費者庁
・一般消費者、消費生活センター向けに広く、消費者団体訴訟制度のパンフレットを配布。
・一般消費者向けに、東京メトロの車内広告で消費者団体訴訟制度を宣伝。
・一般消費者向けに、第１段階の判決が確定した場合、消費者庁HPやSNSで個別事案を周知。

〇個々の特定適格消費者団体
・HP・ツイッターの設置。
・パンフレットを消費生活センター、弁護士会、消費者イベントで配布。
・個別事案における記者会見。

２（１）消費者目線での周知・広報
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２（１）消費者目線での周知・広報

方向性

消費者の認知にも限界があることから、特定適格消費者団体への理解度・信頼度を向上さ
せるため、特定適格消費者団体や消費者団体訴訟制度の周知・広報を一般的に遍く行うよ
りも、消費者が必要となる場面に応じて、優先順位をつけて周知・広報を行うべきか。

消費生活センターの
相談員

事業者・業界団体

消費者

①対象者
観点②周知すべき内容

消費者庁などが主催し、（特定）適格消費者団体から、（特定）
適格消費者団体の活動や役割のほか、最近起きている個別
業界や地域での事例について共有してはどうか。

消費者相談のうち、消費者団体訴訟制度に馴染むものがあっ
たら、消費者に（特定）適格消費者団体に情報提供するよう促
していただけるよう、消費生活相談員に向けて、制度の正しい
理解のための周知のほか、現在、（特定）適格消費者団体で
対応している事案について、タイムリーに情報を共有してはど
うか。

個別トラブルの解決には、消費者ホットライン（188）を周知・広

報すると共に、（特定）適格消費者団体の具体の活動状況を
一覧できる仕組みを検討してはどうか。
若者に共感されるような事案を検討してはどうか。
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・会費：会員数・規模が小さい団体が主であり、どのように会員、賛助会員を増やすことが
できるか。

・寄付：消費者や事業者が直接寄付する可能性や額が高くない要因をどう考えるか。共助
社会に向けて、どのように寄付者に選んでもらえるようにして、増やすことができるか。

・事業収益：規模を拡大し、活動を活発化させるため、定常的な収入源として、自前の事
業収益をあげることができないか。

課題

現在の取組

〇消費者庁
・訴訟に関する費用の支援：独立行政法人国民生活センター法改正（国民生活センターが特定適格消

費者団体に代わって仮差押えの担保を立てることができる措置）（2017年10月～）

・機能面の支援：消費者被害の実態調査業務の委託

・情報共有の支援： 適格消費者団体連絡協議会（特定適格消費者団体含む）の開催支援、適格消費

者団体専用掲示板の整備（デジタル・ガバメントへの支援） など

〇個々の特定適格消費者団体
・会員には、ニュースレター配布や学習会を優先案内。
・税額控除（個人）や特別損金算入（法人）の対象となるよう、認定NPO法人を取得（法人の賛助会員の
会費も対象）。
・研修やセミナー、被害実態調査などの事業を受託。

〇スマイル基金
・税額控除（個人）や特別損金算入（法人）の対象となるよう、認定NPO法人を取得。遺贈・クレジット決
済の導入。

２（２）共助社会における財政的な支え方
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２（２）共助社会における財政的な支え方

方向性

・消費者利益の新たな担い手として、行政から自立して活動しながらも、共助社会における
公益的な活動の担い手を支えるために、どのような財政的な支え方が考えられるか。団体
と国・地方公共団体の役割をどう考えるか。

・中長期的に、消費者団体訴訟制度の活動を維持・活発化させていくためには、団体業務・
訴訟の費用低減への取組や、市場から求められるような自前の収益力強化のほか、団体
間の協働を通じた規模や案件の拡大を目指せるような基盤の強化をしていくべきではない
か。これらに対して、公正・適切と思われる国の支援にはいかなるものがあるか。

会費

寄付

事業収益

昨今、多様なNPO法人があるなかで、団体は、どのようにその
活動への共感を得られるだろうか。

会費や寄付による直接的なベネフィットが、一般消費者・事業
者にとって分かりづらいところ、社会からよりわかりやすく共感
を得られるように、活動を工夫できないか。

会員や寄付者が会費・寄付金の使い方を柔軟に選択できるよ
うにするなど、寄付募集機能の強化で、社会的意義を感じや
すくするものにできないか。

現在の団体業務と関連性があり、団体の強みを活かせるよう
な、継続的な収益事業としてどのようなものが考えられるか。
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２（３）消費者にとっての参加のしやすさ

訴訟制度の利用しやすさ訴訟費用の低廉化

〇１人当たりのコスト減
・消費者負担コストの削減
≒団体負担コストの削減

〇団体の基盤強化

〇消費者の手続負担軽減

〇制度の信頼確保

〇一回的・早期の解決

〇対応可能な訴訟案件の拡大

〇潜在的な消費者への情報提供

実質返金額の増加

個人の消費者

社会全体

参加消費者の増加

健全な事業活動への消費の拡大
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