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（資料１） 

消費者委員会の構成 
 

消費者委員会は、内閣総理大臣が任命した委員（10 人以内）で組織されます。また、必

要に応じ臨時委員、専門委員を置くことができます。 

消費者問題に係る広範な専門分野にわたり多数の事項を審議する必要があることから、

消費者委員会本会議のほか、食品表示部会、新開発食品調査部会、公共料金等専門調査会、

地方消費者行政専門調査会、消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会、公益通報

者保護専門調査会、オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査

会、消費者分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループなどの部会・専門

調査会等を設置して調査審議を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年４月現在 
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委

員

会

食品表示部会

公共料金等専門調査会

消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会

公益通報者保護専門調査会

新開発食品調査部会 新開発食品評価第一調査会

オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会

消費者法分野におけるルール形成の在り方等検討ワーキング・グループ

地方消費者行政専門調査会

消費者委員会の審議体制 



分野別分類 種別 件名 日付

商業施設内の遊戯施設における消費者安全に関する建議 2015年8月28日

教育・保育施設等における事故情報の収集及び活用に関する
建議

2014年11月4日

消費者事故未然防止のための情報周知徹底に向けた対応策
についての建議

2013年2月12日

「健康食品」の表示等の在り方に関する建議 2013年1月29日

エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建
議

2011年12月21日

消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策についての建
議

2011年7月22日

自動車リコール制度に関する建議 2010年8月27日

食品衛生規制等の見直しに関する意見 2017年12月20日

事故情報の更なる活用に向けた提言 2017年8月8日

違法ドラッグ対策に関する提言 2012年4月24日

「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結
果の報告」に関する意見

2012年2月14日

「健康食品の表示の在り方」に関する中間整理 2011年8月23日

「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結
果の報告」に関する意見

2011年6月24日

「消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結
果の報告」に関する意見

2011年3月4日

こんにゃく入りゼリーによる窒息事故への対応及び食品の形
状・物性面での安全性についての法整備に関する提言

2010年7月23日

消費者安全法に基づく国会報告について今後重視されるべき
基本的視点

2010年6月25日

身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題につい
ての建議

2017年1月31日

電子マネーに関する消費者問題についての建議 2015年8月18日

美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・同意に
関する建議

2015年7月7日

クレジットカード取引に関する消費者問題についての建議 2014年8月26日

これまでの消費者委員会からの主な建議・意見表明等 （平成31年４月現在）

提言・
意見
等

消費者安全関係

建議



分野別分類 種別 件名 日付

詐欺的投資勧誘に関する消費者問題についての建議 2013年8月6日

（再掲）エステ・美容医療サービスに関する消費者問題につい
ての建議

2011年12月21日

住宅リフォームに関する消費者問題への取組についての建議 2011年8月26日

マンションの悪質な勧誘の問題に関する建議 2011年5月13日

有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議 2010年12月17日

プラットフォームが介在する取引の在り方に関する提言 2019年4月18日

消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見 2018年3月8日

不動産特定共同事業法に基づく小規模不動産特定共同事業
に対する意見

2017年8月3日

スマホゲームに関する消費者問題についての意見～注視す
べき観点～

2016年9月20日

適格機関投資家等特例業務についての提言 2014年4月22日

商品先物取引法における不招請勧誘禁止規制の緩和策に対
する意見

2014年4月8日

クラウドファンディングに係る制度整備に関する意見 2014年2月25日

商品先物取引における不招請勧誘禁止規制に関する意見 2013年11月12日

インターネットを通じた消費者の財産被害問題に関する消費
者委員会としての現時点の考え方

2013年8月27日

電気通信事業者の販売勧誘方法の改善に関する提言 2012年12月11日

医療機関債に関する消費者問題についての提言 2012年9月4日

住宅用太陽光発電システムの販売等に係る消費者問題につ
いての提言

2012年3月27日

貴金属等の訪問買取り被害抑止と特定商取引法改正につい
ての提言

2011年11月11日

消費者契約法の改正に向けた検討についての提言 2011年8月26日

決済代行業者を経由したクレジットカード決済によるインター
ネット取引の被害対策に関する提言

2010年10月22日

未公開株等投資詐欺被害対策について（提言） 2010年4月9日

建議

取引・契約関係

提言・
意見
等



分野別分類 種別 件名 日付

消費者契約法の規律の在り方についての答申（二次答申） 2017年8月8日

消費者契約法の規律の在り方についての答申（一次答申） 2016年1月7日

特定商取引法の規律の在り方についての答申 2016年1月7日

建議
（再掲）美容医療サービスに係るホームページ及び事前説明・
同意に関する建議

2015年7月7日

答申
不当景品類及び不当表示防止法上の不当表示規制の実効性
を確保するための課徴金制度の導入等の違反行為に対する
措置の在り方について

2014年6月10日

健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保健
用食品の制度・運用見直しについての建議

2016年4月12日

（再掲）「健康食品」の表示等の在り方に関する建議 2013年1月29日

「健康食品の表示・広告の適正化に向けた対応策と、特定保
健用食品の制度・運用見直しについての建議」の実施報告に
対する意見

2017年1月17日

「食品表示等適正化対策」に対する意見 2013年12月17日

「健康食品の表示等の在り方」に関する考え方～健康食品の
利用者アンケートの分析結果を踏まえて～

2012年6月5日

（再掲）「健康食品の表示の在り方」に関する中間整理 2011年8月23日

特定保健用食品の表示許可制度についての提言 2011年8月12日

原料原産地表示拡大の進め方についての意見 2011年8月12日

地方消費者行政の体制整備の推進に関する建議 2013年8月6日

地方消費者行政の持続的な展開とさらなる充実・強化に向け
た支援策についての建議

2012年7月24日

地方消費者行政の活性化に向けた対応策についての建議 2011年4月15日

消費者行政における執行力の充実に関する提言～地方にお
ける特商法の執行力の充実に向けて～

2017年8月29日

地方消費者行政の充実強化に向けて 2009年12月14日

公益通報者保護制度に関する意見　～消費者庁の実態調査
を踏まえた今後の取組について～

2013年7月23日

公益通報者保護制度の見直しについての意見 2011年3月11日

答申
公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割
等に係る方策についての答申

2018年12月27日

答申

表示関係
（食品表示を除く）

建議

食品表示関係

提言・
意見
等

地方消費者行政

提言・
意見
等

建議

提言・
意見
等

公益通報者保護制度



分野別分類 種別 件名 日付

いわゆる名簿屋等に関する今後検討すべき課題についての
意見

2014年9月9日

「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に関する
意見

2014年7月15日

個人情報保護制度について 2011年8月26日

集団的消費者被害救済
制度

提言・
意見
等

集団的消費者被害救済制度の今後の検討に向けての意見 2011年8月26日

建議 公共料金問題についての建議 2012年2月28日

電気の経過措置料金解除に関する消費者委員会意見 2018年12月19日

関西電力による大飯原子力発電所３・４号機の再稼働に伴う
電気料金値下げ後のフォローアップに関する消費者委員会意
見

2018年8月2日

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

2018年6月14日

電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会
意見

2018年5月31日

四国電力による伊方原子力発電所３号機の再稼動後の追加
フォローアップに関する消費者委員会意見

2018年1月17日

中部電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する
消費者委員会意見

2018年1月17日

関西電力による高浜原子力発電所３・４号機の再稼働に伴う
電気料金値下げ後のフォローアップに関する消費者委員会意
見

2017年8月22日

電力・ガス小売自由化に関する課題についての消費者委員会
意見

2017年5月23日

北海道電力、東北電力、関西電力、四国電力及び九州電力に
よる電気料金値上げ後のフォローアップに関する消費者委員
会意見

2017年4月18日

一般乗用旅客自動車運送事業（東京都特別区・武三地区）の
運賃組替え案に関する消費者委員会意見

2016年12月6日

「電力小売自由化について注視すべき論点」に関する消費者
委員会意見

2016年5月17日

東京電力による電気料金値上げ後のフォローアップに関する
消費者委員会意見

2016年4月26日

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

2015年6月16日

関西電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消
費者委員会の意見について

2015年5月8日

北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する
消費者委員会の意見について

2014年10月7日

提言・
意見
等

個人情報保護制度

料金・物価関係
提言・
意見
等



分野別分類 種別 件名 日付

中部電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する消
費者委員会の意見について

2014年4月8日

消費税率の引上げに伴う東京都特別区に係るタクシー運賃の
改定案に関する消費者委員会の意見について

2014年2月18日

消費税率の引上げに伴うバス運賃の改定案に関する消費者
委員会の意見について

2014年2月18日

消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定案に関する消費者
委員会の意見について

2014年2月18日

消費税率の引上げに伴うＪＴのたばこ小売価格の改定案に関
する消費者委員会の意見について

2014年2月18日

消費税率の引上げに伴う定形郵便物等の上限料金の改定案
に関する消費者委員会の意見について

2013年11月19日

北海道電力による家庭用電気料金値上げ認可申請に対する
消費者委員会の意見について

2013年7月31日

公共料金問題に関する提言 ～公共料金等専門調査会報告を
受けて～

2013年7月30日

東北電力及び四国電力による家庭用電気料金値上げ認可申
請に対する消費者委員会の意見について

2013年7月30日

関西電力及び九州電力による家庭用電気料金値上げ認可申
請に対する消費者委員会の意見について

2013年3月19日

東京電力の家庭用電気料金の値上げ認可申請に対する意見 2012年7月13日

東京電力の家庭用電気料金値上げ認可申請に関する消費者
委員会としての現時点の考え方

2012年6月19日

委員長声明 －家庭用電気料金値上げに係る認可申請につい
て－

2012年5月10日

答申 電力託送料金の査定方法等に関する答申 2016年7月26日



分野別分類 種別 件名 日付

消費者教育の推進に関する基本的な方針の変更案に対する
意見

2018年2月8日

消費者教育の推進に関する基本的な方針の改定に向けての
意見

2017年11月8日

若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進に関する提
言

2016年6月28日

消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見 2012年12月25日

「国民生活センターの在り方の見直しに関する検証会議」中間
取りまとめ（座長試案）についての意見

2011年12月2日

「国民生活センターの在り方の見直し」に関する検討について
の意見

2011年7月15日

消費者行政体制の一層の強化について　－「国民生活セン
ターの在り方の見直しに係るタスクフォース」中間整理につい
ての意見－

2011年6月10日

消費者基本計画工程表の改定素案（平成31年２月）に対する
意見

2019年3月27日

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

2018年12月19日

次期消費者基本計画策定に向けた基本的な考え方について
の意見

2018年9月12日

消費者基本計画工程表の改定素案（平成30年２月）に対する
意見

2018年3月30日

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

2017年12月20日

消費者基本計画工程表の改定素案（平成29年4月）に対する
意見

2017年5月23日

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

2017年1月31日

消費者基本計画工程表の改定素案（平成28年4月）に対する
意見

2016年5月24日

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

2016年2月24日

次期消費者基本計画の素案（平成27年2月）等に対する意見 2015年2月17日

消費者基本計画の改定素案（平成26年５月）等に対する意見 2014年5月27日

消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の
見直しに向けての意見

2014年2月25日

消費者基本計画の改定素案（平成25年4月）等に対する意見 2013年5月28日

消費者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の
見直しに向けての意見

2013年2月26日

提言・
意見
等

消費者行政の在り方
提言・
意見
等

消費者教育推進
提言・
意見
等

消費者基本計画関係



分野別分類 種別 件名 日付

消費者基本計画の改定素案（平成24年4月）等に対する意見 2012年5月29日

消費者基本計画の平成23年度の実施状況に関する検証・評
価及び計画の見直しに向けての意見

2012年3月27日

消費者基本計画の平成22年度の実施状況に関する検証・評
価及び計画の見直しについての意見

2011年6月10日

消費者基本計画の検証・評価・監視についての視点 2010年3月25日

消費者基本計画策定に向けての意見 2010年3月3日

消費者庁等における各種試行を踏まえた今後の取組に関す
る意見

2016年8月23日

「消費者白書」及び「消費者安全法に基づく国会報告」への意
見

2013年6月25日

※答申については、消費者庁及び消費者委員会設置法第６条第２項第２号に基づくもののみ掲載。

その他
提言・
意見
等



1 

消費者基本計画工程表の改定素案（平成31年２月）に対する意見 

平成31年３月27日 

消 費 者 委 員 会 

当委員会は、消費者基本計画工程表（以下「工程表」という。）の検証・評価及

び見直しについて、昨年12月19日に「消費者基本計画の実施状況に関する検証・評

価及び計画工程表の改定に向けての意見」（以下「12月意見」という。）を取りまと

め、本意見の内容を、可能な限り工程表の改定素案に反映することを求めてきた。 

その後、消費者庁をはじめとする関係府省庁等では、12月意見も踏まえつつ、工

程表の検証・評価及び見直し作業を行い、取りまとめられた工程表の改定素案は、

本年２月15日よりパブリックコメントにかけられた。 

当委員会は、本年２月14日の消費者委員会本会議において、工程表の改定素案に

ついて、消費者庁よりヒアリングを行ったところである。このヒアリングの結果や、

これまでに行った建議・提言その他の意見等の内容、工程表に記載された個別施策

についてのヒアリングの結果や最近の被害実態等を踏まえ、工程表の改定素案に対

し、下記のとおり意見を述べる。関係省庁等におかれては、下記の各項目について

積極的に検討の上、可能な限り工程表の改定原案等に反映されたい。 

当委員会としては、本意見の工程表への反映状況や、その後の実施状況等につい

て引き続き監視を行い、消費者被害の状況が深刻なものや、取組が不十分と考えら

れるもの等については、今後、重点的に当委員会の調査審議を通じて取り上げてい

くとともに、必要に応じて建議等の意見表明を行っていくこととする。 

記 

第１ 全体的な事項 

   過去の平成 28 年５月に当委員会が発出した消費者基本計画工程表改定素案

に対する意見 1以降、累次指摘しているが、下記２点につき改めて取組の加速

化を図られたい。 

（１） ＫＰＩについて

施策の達成状況等に応じ、指標の見直しやアウトカム指標の追加設定を検討

するとともに、目標の数値等についても、不断の見直しを図られたい。 

また、現状のＫＰＩについての検証を行うとともに、それを踏まえ第４期消

費者基本計画工程表の策定に向けて、より効果的なＫＰＩの設定方法等につい

1 消費者基本計画工程表の改定素案（平成 28 年４月）に対する意見（平成 28 年５月 24 日） 

(資料３）
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て検討されたい。 

 

（２） 工程表の図について 

年限を区切らずに５年間で取り組むことが示されているものについては、定

期的・継続的に実施しなければならないものを除き、可能な限り具体的な取組

に分けた上で、当該具体的な取組ごとに期限を明確に設定した上で、図示すべ

きである。加えて、2020年度以降の取組についても、施策の継続性の観点から

同様に記載すべきである。したがって、取組の進捗や効果が思わしくない施策

は、その状況を改善するための具体的な対策を工程表に反映されたい。また、

第４期消費者基本計画工程表の策定にあたっては、当初よりその点に留意され

たい。 

 

 

第２ 工程表への反映が必要な事項 

１．民法の成年年齢引下げに対する対応について 

   民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部

を改正する法律（平成30年法律第59号）（以下、改正民法という。）が昨年６月

に成立し、2022年４月１日から施行されることとなっている。これを見据えた

環境整備は喫緊の課題であり、更に取組を加速化していくことが必要である。 

   そのため、12月意見でも指摘したとおり、「成年年齢引下げを見据えた環境整

備に関する関係府省庁連絡会議」において取り組むこととされている個別の施

策等について、いつまでに具体的に何をするのかを明確にした上で、その取組

等の内容、スケジュール等を工程表に記載されたい。（法務省、消費者庁、関

係省庁等） 

 

（１）与信審査について 

   12月意見でも指摘したように、新たに成人となる18～19歳への貸付、信用供

与にあたっては、法律で義務付けられている支払可能見込額調査や返済能力調

査等に加え、事業者の自主的な取組（利用限度額等を少額に設定することや借

入目的の確認を行うなど）の推進を図る必要がある。このため、事業者の自主

的な取組状況を可視化するとともに、取組の効果を客観的に検証する等、更な

る取組の推進に向けた各省庁の具体的な取組について工程表に明示されたい。

（金融庁、経済産業省）（５（１）⑬関係） 

 

（２）改正民法の周知 

   12月意見でも指摘したように、成年年齢引下げにより、18歳で何ができるよ
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うになるのか、どのようなことに留意しなければならないのか等を具体的に周

知するとともに、各種媒体の活用等も含め、より幅広い消費者に行き渡らせる 

ための具体的な取組について工程表に明示されたい。（法務省、関係省庁等）

（５（１）⑬関係） 

 

（３） 特定商取引法（省令）の見直し 

消費者庁からの意見聴取に対する委員会の回答 2を踏まえ、成年年齢引下げ

対応として検討することとされていた以下の点について、その検討状況や、

検討を踏まえた取組状況について工程表に明示されたい。さらに、工程表の

図についても細分化を行い、いつまでに改正等の対応を行うのかについて明

示されたい。（消費者庁、経済産業省）（３（１）②関係） 

・ 連鎖販売取引における若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結さ

せる行為を行政処分の対象とすること 

・ 訪問販売において、若年成人の判断力の不足に乗じて売買契約または

役務提供契約を締結させることが行政処分の対象行為となることを規

定上、明確にすること 

 

２．消費者契約法の見直し 

  平成29年８月に発出した答申 3の付言及び改正消費者契約法の附帯決議を踏

まえた今後の取組スケジュールを、期限ごとに可能な限り具体的に明示された

い。また、答申を踏まえた改正消費者契約法が本年６月から施行されるところ、

その周知等、取組を加速化されたい。（消費者庁）（３（１）④関係） 

 

３．地方消費者行政への支援 

   地方消費者行政については、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、「地方

消費者行政推進交付金」等を活用した計画的・安定的な取組支援が行われ、消

費生活センターの整備、消費生活相談員の配置・増員及び消費者教育の推進等

に寄与してきた。 

   平成30年度から措置された「地方消費者行政強化交付金」については、その

補助対象事業が国として取り組むべき重要消費者政策等となっているが、地方

公共団体において取組や体制の実態が追い付いていないことや、求める支援と

のミスマッチが生じていることが懸念される。そのため、地方公共団体におけ

る活用状況等の実態を把握し、地方消費者行政推進交付金から地方消費者行政

                         
2 「民法の成年年齢が引き下げられた場合の新たに成年となる者の消費者被害の防止・救済の

ための対応策について（回答）」（平成 29 年１月 10 日消費者委員会） 

3 消費者契約法の規律の在り方についての答申（二次答申）（平成 29年８月８日） 
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強化交付金への切り替えが地方消費者行政に与える影響と、それを踏まえた財

政支援の取組等について検討されたい。（消費者庁） 

   また、地方公共団体における体制や自主財源の更なる充実に向けた消費者行

政重視の政策転換を促すためには、短期的な取組のみならず、実効性が確保さ

れた取組を継続的に行っていく必要がある。そのため、本年１月から開始され

た「地方消費者行政強化キャラバン」の成果も踏まえ、平成31年度以降の継続

性が確保された具体的な取組について工程表に明示されたい。（消費者庁）（６

（２）①関係） 

   さらに、これまで消費者庁が実施してきた地方消費者行政に関する施策を検

証し、必要に応じて地方公共団体とコミュニケーションを図った上で、中長期

的な視点に立った取組について検討されたい。（消費者庁） 

    

４．適格消費者団体等への支援 

   消費者被害の防止・回復を効果的に実現するため、消費者団体訴訟制度の主

体となる適格消費者団体等の設立促進や、その活動支援に向けた取組を消費者

政策として進めていくことが重要である。また、消費者団体訴訟制度の信頼性

の確保に向けた取組も不可欠であるが、その前提として、団体が自主性を阻害

されず十分に活動できることが必要であり、制度創設の趣旨にも合致するもの

である。 

   そのため、消費者団体訴訟制度の機能強化や、適格消費者団体等の活動の更

なる活性化に向けた取組について工程表に明示されたい。（消費者庁）（５（１）

①関係） 

 

５．公益通報者保護制度の見直し 

  当委員会が昨年12月に発出した答申 4を踏まえた取組状況や、今後の取組、

検討スケジュールについて工程表に明示されたい。特に、公益通報者保護専門

調査会において方向性が打ち出された事項については、他の事項に先行して検

討を行うなど、その実現に向けて積極的に取組を進められたい。（消費者庁）

（４（３）③関係） 

 

 ６．身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題についての対応  

   12月意見でも指摘したとおり、これまでの取組を踏まえ、今後どのような取

組を行うのか、以下の事項を含め工程表に明示されたい。（厚生労働省）（３

（２）⑯関係） 

                         
4 公益通報者保護法の規律の在り方や行政の果たすべき役割等に係る方策についての答申 
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・預託金の適切な保全などにかかる身元保証等高齢者サポート事業を提供す

る事業者への働きかけ 

・平成29年度に実施された実態調査の結果を踏まえた身元保証人に期待され

る機能の詳細検討、より小規模に提供される身元保証等高齢者サポートの

実態把握、今後、身元保証等高齢者サポート事業の需要が増大する社会に

おける制度の在り方など、実態調査の結果から課題とされた事項に対する

更なる取組 

    

７．事故情報の収集、注意喚起等 

   12月意見及び昨年３月意見 5でも指摘をしているとおり、平成29年８月に当

委員会が発出した「事故情報の更なる活用に向けた提言」を踏まえた、中長

期的な取組スケジュールを検討の上、特に以下の取組について具体的に工程

表に明示されたい。（消費者庁）（１（２）①関係） 

・事故情報データバンクの入力項目の精査や、事故原因の究明等を行ってい

る研究機関へ公開する等の事故情報の公開促進に向けた取組 

・事故情報の更なる活用に向けて、関係省庁のみならず消費者、事業者、事

故情報データバンク参画機関が連携・情報交換をスタートさせる取組 

 

８．仮想通貨交換業者についての対応 

   仮想通貨 6交換業者に対する対応については、当委員会が意見を発出した平

成29年12月以降においても、仮想通貨交換業者の実態把握や、消費者への注意

喚起等、様々な取組がなされているが、顧客の仮想通貨の流出事案が複数発生

している現状を踏まえ、「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書を受けた

取組等について工程表に明示されたい。（金融庁）（３（２）⑧関係） 

また、消費者への注意喚起にあたっては、取引のリスクや登録業者とみなし

業者の違いなどについて、より幅広い世代に分かりやすく伝えることができる

よう、実効性の確保に向けて取組を進められたい。（金融庁） 

  

   

第３ 次期基本計画に向けた課題 

１．地域における横断的な取組体制の構築 

   我が国において、人口減少に伴う財源の縮小、人員不足が進む中で、地方公

共団体についても、多様化・複雑化する行政課題に的確に対応していくために

                         
5 消費者基本計画工程表の改定素案（平成 30 年２月）に対する意見（平成 30 年 3 月 30 日） 

6 「仮想通貨交換業等に関する研究会」報告書において「仮想通貨」の呼称を「暗号資産」に

変更することが提言されたが、消費者への浸透度等の観点から「仮想通貨」と表記 
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は、これまでの施策や取組に加え、医療や福祉、教育など行政や地域における

政策分野に捉われない横串での連携が重要になると考えられる。そのため、昨

年９月に発出した意見 7（以下「９月意見」）でも言及した自治体間における連

携の在り方など地方公共団体における対応力の強化の視点に加え、地域コミュ

ニティや既存のネットワークを活用し、消費者行政関係者のみならず、民生委

員やＮＰＯ法人、民間事業者など多様な主体が参画することで、地域全体で消

費者行政を含む各種の行政課題に取り組んでいくことが考えられる。 

  一方で、各地域において、行政だけでは担うことができないコミュニティや

プラットフォームを、規模や地理的条件が様々であるなかで、どのように作っ

ていくか、その担い手となる人材の確保や育成、それを踏まえて活動の拡大に

向けてどう取り組んでいくかなどの課題があることに留意が必要である。 

  消費者行政の分野においても、「地方消費者行政強化作戦」が定められ、消

費者安全確保地域協議会の設置の促進が図られているところであるが、こうし

た既存のネットワークの有効活用を考えることも一つの方策であるところ、第

４期基本計画策定に際しては、既存の消費者分野の施策に加え、多分野にまた

がる横断的な施策も念頭に置きつつ、地域全体で消費者行政を推進するための

体制整備という視点も盛り込むべきである。 

 

２．第３期基本計画に盛り込まれた施策の進捗等にかかる検証・評価 

  本年１月の「第４期消費者基本計画のあり方に関する検討会」報告書を踏ま

え、消費者庁を中心に、今後、次期基本計画策定に向けた検討が本格化すると

考えられるが、それにあたっては、９月意見でも言及したように、第３期計画

の初年度である平成27年度からの各施策の進捗状況についても総括的な検証・

評価を行い、施策目標の達成度やその効果を十分に明らかにされたい。その上

で、十分な進捗や効果が見られなかった施策については、その理由及び今後に

向けた課題等について整理を行い、取組方針を明確化した上で、次期計画に盛

り込むべき施策について検討されたい。 

 

 

第４ 最近の被害実態等を踏まえた課題 

   悪質商法等による高齢者を中心とした消費者被害への対応 

   昨今、悪質商法等による高齢者を中心とした消費者被害が次々と発生・発覚

し、老後の資産の不安に付け込むものなど、その手口はますます巧妙化してい

る。今後、我が国では高齢化率が約40％まで高まることが予測されており、高

                         
7 次期消費者基本計画策定に向けた基本的な考え方についての意見（平成 30 年９月 12 日） 
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齢者の保護や被害救済、消費者被害の未然防止は、我が国の社会全体の安心・

安全にも直結する課題である。 

   そのため、消費者被害や消費者トラブルの発生及び拡大防止のため、所管法

令等について不断の整備・見直しを行うとともに、その運用にあたっては、関

係省庁が連携して、その実態や被害の発生状況を的確に把握するなど、高齢者

を中心とした消費者被害の発生・拡大防止に向けて、積極的に取組を進めるべ

きである。 

 

（以上） 



消費者行政における執行力の充実
に関する提言の概要

～地方における特商法の執行力の充実に向けて～

平成29年８月
消費者委員会

(資料４）
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●取引類型別の消費生活相談件数
特商法の規制対象である取引類型に関する消費生活

相談の件数は、通信販売が最も多く、次いで訪問販売、
電話勧誘販売。

（備考）
１ PIO-NETデータにより当委員会作成。データは平成29年３月31日までの受付、同年７月31
日までの登録分で、平成27年度以降受付分は消費生活センター等からの経由相談を含まず
（訪問購入に関する相談は平成25年２月21日以降受付分より収集）。

２ 「特定継続的役務提供」は「エステティックサービス」、「外国語・会話教室」、「家庭
教師」、「学習塾」、「パソコン・ワープロ教室」、「結婚相手紹介サービス」に関する相
談の合計件数。「業務提供誘引販売取引」は「内職・副業（「ネズミ講」を除く。）」、
「モニター商法」に関する相談の合計件数。

３ １つの消費生活相談が複数の取引類型に重複して計上されている場合もある。

第１ 現状と課題 １

●消費生活相談件数
消費者から寄せられる消費生活相談の件数は、

おおむね横ばい。

（備考）
１ PIO-NETデータにより当委員会作成。データは平成29年３月31日までの受付、
同年７月31日までの登録分で、平成27年度以降受付分は消費生活センター等か
らの経由相談を含まず。

２ PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国
民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、
消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース。

１ 現状

897,452 884,318 
861,359 

940,280 
960,554 

929,866 

889,724 

0

500,000

1,000,000

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28

（件）

（年度）

（件）

224,675 
250,312 

220,291 
250,949 
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第１ 現状と課題 ２

●国・都道府県別執行件数
全体の執行件数は平成22年度をピークに減少。特に都道府県で減少幅は大きく、都道府県により執行件

数に差異。
※件数は業務停止命令及び指示処分の合計値

都道府県別行政処分件数の累計（平成８年度～平成28年度）

特商法に基づく行政処分件数の推移

年度 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
国 2 9 12 5 0 13 9 7 16 35 30 40 37 48 53 43 40 21 40 34 28

都道府県 0 0 1 2 4 7 16 19 24 45 54 142 104 90 135 82 81 97 55 50 34

計 2 9 13 7 4 20 25 26 40 80 84 182 141 138 188 125 121 118 95 84 62
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（２）悪質事業者への対応
近年、事業者の手口が複雑化・巧妙化しており、

次々と法人を立ち上げて違反行為を行っているよ
うな事案や、立入検査・物証収集が困難な事案が
見られ、調査業務の困難さが増大。

第１ 現状と課題 ３

（１）執行体制
多くの都道府県において、消費者行政担当職員

は複数の業務を兼務し、体制への不安を抱え、執
行ノウハウの蓄積に苦慮。

【平成27年度 都道府県別執行件数と特商法職員数】

(３)国と都道府県の連携及び役割分担
特商法の執行は、国（消費者庁及び各経済産業

局）のほか都道府県が行うこととされている。

※処分の対象となる違反行為は当該都道府県の区域内で行われた
ものに限られるものの、取引の公正や購入者等の利益が害されるお
それの認定に際し、共同して調査を行った他の都道府県における被
害状況等を考慮することはできると考えられる。

２ 課題

都道府県
・一の都道府県の区域内に係る事案について執行
・処分の効果は当該都道府県の区域内に限定

国
・二以上の都道府県の区域にわたる事案について
特に必要と認める場合等に執行することを妨げない
・処分の効果は全国に及ぶ

被害が複数の都道府県の区域にわたる個々の事
案について、都道府県と国のいずれが対処すべ
きかが必ずしも明確ではない



マニュアル化・データ
ベース化し、国と都道
府県で共有

４第２ 提言

１ 執行体制に係る課題への対応

（１） 執行ノウハウの整備・共有

（３） 警察関係者等の専門性を有する非常勤職員の関与の拡大
（４） 官民連携による執行体制の充実、専門人材との連携

国の執行ノウハウ
・法令解釈
・調査手続
・訴訟リスクへの対応 ＋実践的な研修

警察関係者～公務員として任用
〈警察官ＯＢ（非常勤職員）〉
○犯罪捜査における被害者取調べ、被疑者取調
べ、 捜索差押えのノウハウを有する

→執行業務における消費者聴取、立入検査等を効
果的に実施する上で極めて有益

！継続的な人材確保体制の構築・増員
！常勤職員と同等の服務規定等のルール化
！専門性・業務内容の特殊性に応じた報酬設定

官民連携～契約等による連携
〈弁護士等（法律相談）〉
○事実認定・法令解釈の専門的知識を有している
○行政処分に対する訴訟事案への対応
！常勤・非常勤公務員としての任用の検討

〈公認会計士、建築士等〉
○個別事案ごとの連携

〈適格消費者団体等〉
○事業者情報・消費者被害情報の提供等

特商法の執行業務（消費者からの被害聴取、内偵調査、立入検査等）＝通常の行政事務と性質が異なる、専門
的な能力・経験が求められる

執行業務の特殊性・専門性を踏まえ

（２） 執行業務に携わる職員の
地位の明確化

位置付けの明確化
（例）「執行専門官」等の職名

対外的な職権の明示

本来的には、複数の職員がチームを組み、実際
に執行業務を行う中で知識・経験を習得、伝達す
ることが望ましい

職員数が少ない、調査・執行の実績が少ない都
道府県がみられる
→執行に係るノウハウの伝達・蓄積が難しい



（４） 国と地方の処分権限の考え方の周知

国と都道府県の両方が特商法に基づく処分権限
を持つことの考え方の周知

５第２ 提言

２ 悪質事業者への対応

（１） 消費生活センターの役割の重要性の高まり
・法執行を念頭に置いた相談対応

行政処分を意識した相談対応、行政機関による消費者聴取の協力要請

・PIO-NET入力の工夫

特商法の法律用語をPIO-NETの入力キーワードに取り込み、検索の利便性を向上

・消費生活センターと執行部局との情報連携の仕組みの構築

（２） 特商法執行ネットの充実

役員・関係者情報など、入力内容を充実させ、一
層の活用を図る

（３） 関連先への資料提供要求権の活用

事業者の関連先への資料提供要求規定（特商法
第66条第３項）の周知

（４） 消費者からの情報収集
法令違反に当たる事例を消費者へ情報提供、消費

者による情報提供の重要性を相談員へ周知

３ 国と都道府県の連携及び役割分担

（３） 都道府県の立入検査等への支援

国が立入検査を行う際に、対象事業所の存する
都道府県に協力を要請し、ノウハウの提供・経験の
蓄積を図る

（１） 近隣都道府県及び国との連携

広域的な連絡会議をベースにした緊密な情報交換、
複数都道府県による同時処分、処分の効果が全国に
及ぶ国との共同処分

（２） 被害が広域に及ぶ事案における役割分担

国と都道府県の役割分担についての基本的な考え
方を明示



２ 悪質事業者に対する制度的対応

・これまでは、処分を受けた事業者が法人の作り替え等により違反行為を繰り返す事案が見られていた。
・平成28年の法改正で、事業者が次々と法人を立ち上げて実質的に業務を継続することが禁止された。
・今後、法の着実な運用により対処していくことが重要であり、引き続き法の実効性について注視していくべき。

第３ 今後に向けて ６

１ 適切なタイミングでの行政処分の実行

・事案により、行政指導と行政処分のいずれによるかの方針を、調査の適切な段階で決定することが重要。
・悪質性の高い、また深刻な被害が生じていると思われる事案に対しては、行政指導ではなく行政処分により対処す
べき。
・調査の過程でその方針を柔軟に転換すべき場合があることにも留意すべき。

３ 警察との連携強化

・犯罪の疑いのある事案について、手続の重複を回避し、迅速かつ効果的に消費者被害の拡大・再発防止を図る観
点から、今後、行政機関と警察との更に一歩踏み出した緊密な連携の可能性を模索することも有用。
・手続保障に配慮しつつ、行政目的で収集した証拠資料の刑事手続における利用や、刑事手続において得られた証
拠資料の行政手続における利用について、必要に応じ、検討していくことも考えられる。

４ 職員の専門性の充実

・悪質事業者の一掃を目指す専門職員の配置等による行政体制の強化に期待。
・警察官ＯＢの任用や官民連携による専門人材の活用、行政職員の専門能力向上が執行力向上に不可欠。
・業務の特殊性を踏まえた、研修、人事ローテーション等の職員育成の仕組みの必要性についても検討を行うべき。
・国は地方自治体が担う消費者行政の重要性について積極的に説明することが必要。
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消費者委員会オンラインプラットフォーム
における取引の在り方に関する専門調査会

《概要》

（資料５）
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2はじめに

インターネット上のショッピングモールやマッチングサイト等、プラットフォームが介在する取引が拡大。今後も
その利用は拡大していくことが考えられる。

本専門調査会においては、消費者が安心して取引を利用することができるよう、必要なルールや仕組み、そのルー
ルや仕組みを保っていくため、財・サービス提供者(利用者)、購入者(利用者)、プラットフォーム事業者等が果た
すべき役割等について検討。

（平成31年２月16日現在）

(座長) 中田 邦博 龍谷大学法学部教授

(座長代理) 早川 吉尚 立教大学法学部教授

生貝 直人 東洋大学経済学部准教授

石原 遥平 一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局

大谷 聖子 一般財団法人日本消費者協会消費者相談室

消費生活コンサルタント

大橋 弘 東京大学大学院経済学研究科教授

沖野 眞已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

片岡 康子 楽天株式会社渉外室消費者政策課シニアマネージャー

上村 篤 株式会社メルカリ社長室政策企画マネージャー

西村 真由美 公益社団法人全国消費生活相談員協会消費生活相談員

畠 良 ヤフー株式会社政策企画本部政策企画部公共政策マネージャー

原田 由里 一般社団法人ＥＣネットワーク理事

前田 恵美 アジアインターネット日本連盟 (AICJ)

森 亮二 弁護士、国立情報学研究所客員教授

山本 龍彦 慶應義塾大学法科大学院教授

第１回 オンラインプラットフォームにおける取引状況等

第２回 ヒアリング（１）

第３回 ヒアリング（２）

第４回 ヒアリング（３）

第５回 アンケート調査の実施結果について、論点整理

第６回 オンラインプラットフォームが介在する取引における消費者トラブルの

状況とオンラインプラットフォーム事業者（事業者団体）の取組について、

討議

第７回 現行の規程等の整理（１）

第８回 現行の規程等の整理（２）、討議

第９回 役割分担の考え方の整理（１）、討議

第10回 役割分担の考え方の整理（２）、討議

第11回 オンラインプラットフォームが介在する取引におけるルール・仕組みの

在り方（１）

第12回 オンラインプラットフォームが介在する取引におけるルール・仕組みの

在り方（２）、討議

第13回 取りまとめに向けた検討について

第14回 取りまとめに向けた検討について

委員名簿※ 審議経過

※ カライスコス・アントニオス京都大学大学院法学研究科准教授、消費者委員会の池本誠司委員長代理、大森節子委員、蟹瀬令子委員、鹿野菜穂子委員、樋口一清委員、
増田悦子委員がオブザーバーとして、調査・審議に参画。城譲氏（株式会社メルカリリーガルグループマネージャー（当時））が、平成30年４月24日から同年10月31日
まで、専門調査会の委員として在任。

（注）本専門調査会では、ＢtoＣ及びシェアリングエコノミー等のＣtoＣ市場を検討の中心としたことから、この提言の対象とするプラットフォーム事業者は、
ＢtoＣ及びシェアリングエコノミー等のＣtoＣ市場にかかわるプラットフォームを主として念頭に置いた。



3第１ プラットフォームが介在する取引の拡大－１

１ ＢtoＣ型のＥＣ市場規模の拡大

ＢtoＣ-ＥＣ市場は従来からあり、現在も拡大。プラットフォームが介在するＣtoＣ市場は、これまで、
財・サービスの受け手が中心であった消費者を、提供者として、市場に参加させることを可能にする仕組
み。スマートフォンの普及率の高まりもあり、このところ取引の拡大が目覚ましい。

 2017年のＢtoＣ-ＥＣ市場規模（推計）は、16兆5,054億円（前年比9.0％増）に拡大。

２ ネットオークション、フリマ取引の拡大

 2017年のフリマアプリの市場規模（推計）は、4,835億円（前年比58.4％増）に拡大。

また、ネットオークション全体の市場規模（推計）は1兆1,200億円（前年比3.2％増）。
そのうち、ＣtoＣの市場規模（推計）は、3,569億円。

３ シェアリングエコノミーの取引の増加

シェアリングエコノミーの国内市場規模は、2016年度に約540億円であったものが、2022年度には約1,386
億円に拡大すると予測。



4第１ プラットフォームが介在する取引の拡大－２

【図表１】ＢtoＣ－ＥＣ市場規模の経年推移
【図表２】シェアリングエコノミー（共有経済）

サービス市場規模推移・予測

出典：平成29年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
（電子商取引に関する市場調査）報告書（平成30年４月経済産業省
商務情報政策局情報経済課）
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5
第２ プラットフォームが介在する取引における消費者トラブルの状況と

プラットフォーム事業者等の自主的取組－１

１ 消費者トラブルの状況

消費者委員会が実施したアンケート調査では、プラットフォームが介在する各サービス（ショッピング
モールサイト、ネットオークション・フリマ、シェアリングサービス）の利用について、約７割はトラブ
ル経験なし。他方、いずれのサービスにおいても約３割がトラブル経験ありと回答。

消費者保護に関する自主的取組を行っているプラットフォーム事業者も存在。

プラットフォーム取引における固有の課題ではないものの、その課題を明らかにし、課題解決の方向性を探ること
を目的に、主な消費者トラブル事例を整理。

２ プラットフォーム事業者の消費者保護に関する自主的取組

本専門調査会に参加した事業者（事業者団体）からは、補償対応やカスタマーサポート体制の構築、出品
商品の監視・巡回、お客様からの通報に基づく目視確認、エスクローサービスの導入、違反行為に対する
ペナルティやアカウント停止措置等、消費者保護に関する自主的取組を実施している旨報告された。

整理の視点

• プラットフォームサービスに参加する出店者や出品者に関する相談・ト
ラブル→「出品者等管理」

• プラットフォームが介在する取引における利用者の個人情報等の管理に
関する相談・トラブル→「情報管理」

• 画面表示（広告表示やシステム上の問題を含む）、規約に関する相談・
トラブル→「表示・利用規約」

• 支払手続や決済手段、方法に関する相談・トラブル→「支払手続・決
済」

• サイトのポイント付与や利用、クーポン・割引に関する相談・トラブル
→「ポイント・割引」

整理の視点

• 商品の配送に関する相談・トラブル→「配送」

• 解約や返品、返金に関する相談・トラブル→「解約・返品・返
金」

• 評価や口コミ、レビューに関するトラブル→「評価・口コミ・
レビュー」

• 取引の対象となる商品（役務）の品質に関する相談・トラブル
→「財・サービスの品質」

• 取引において発生したトラブル解決に関するプラットフォーム
事業者の対応についての相談・トラブル→「トラブル救済」

※整理したトラブルは、プラットフォームが介在する取引における消費者トラブルの全てではない。また、本専門調査会に参加した事業者（事業者
団体）で発生したものなのか、それ以外の事業者(事業者団体）で発生したものなのかは不明。



6
第２ プラットフォームが介在する取引における消費者トラブルの状況と

プラットフォーム事業者等の自主的取組－２

【図表３】トラブルの経験の有無及びその内容（複数回答可 ％） 【図表４】トラブルがあった際の連絡先（複数回答可 ％）

アンケート調査からみる消費者トラブルの状況

・「第５回オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会(平成30年７月27日開催)」資料（インターネットを利用した取引に関するアンケート）に基づき、消費者委員

会事務局が作成。



7
第２ プラットフォームが介在する取引における消費者トラブルの状況と

プラットフォーム事業者等の自主的取組－３

アンケート調査からみる消費者トラブルの状況

【図表５】サイト運営者へ連絡後の経過に関する感想について(％)

・「第５回オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会(平成30年７月27日開催)」資料（インターネットを利用した取引に関するアンケート）に基づき、消費者委員

会事務局が作成。



8第３ プラットフォームが介在する取引に係る規定の整理

１ プラットフォームが介在する取引そのものを対象とする特別法の不存在

２ 特定商取引に関する法律

以下の観点にて特商法の現状と課題を整理。

①個人が販売業者等に該当する場合の判断基準 ②個人が販売業者等に該当する場合のプライバシー保護の
観点 ③プラットフォームが介在する取引をどのように規律しているか

現行法においては、プラットフォームが介在する取引について、取引の種類や取引の一部の局面に着目し
た個別法が部分的に存在するが、取引全体に着目し、これを対象とする特別法は存在しない。

３ 消費者契約法

以下の観点にて消契法の現状と課題を整理。

①プラットフォームが介在する取引をどのように規律しているか ②プラットフォーム事業者が媒介をする
ことの委託と消契法との関係

４ 消費生活相談員に関する規定

ＣtoＣ取引における消費生活相談員の対応（現行法で対応が可能か、新たな立法措置が必要か）について
整理。

５ 海外事業者に対する法の適用

インターネット上の取引は、容易にクロスボーダー取引が可能。他方、消費者トラブルが生じた場合に、
海外事業者に対して法執行の限界が問題となるため、海外事業者に対する国内法の適用（又は執行）の可
否の検討が必要。



9第４ 海外の動向

１ ＥＵ

■消費者のためのニューディール（2018年４月11日提案）

デジタル・コンテンツやサービスを提供する契約の対価について、従来の金銭に加え個人データを追加することを
提案。

オンライン市場においては、契約締結前に以下の事項を消費者に明らかにすべきとしている。

①消費者は事業者と個人のいずれから製品・サービスを購入するのか ②商品検索結果の表示順位を決定する主なパラメータ

２ 中国

■電子商取引法（2019年１月１日施行）

消費者の身体、財産の安全性に関する責任について規定

• 「電子商取引プラットフォーマーは、プラットフォーム内事業者の販売する商品又は提供する役務が身体、財産の安全
の保障の要求に適合せず、あるいは消費者の適法な権益を侵害するその他の行為があることを知り又は知り得たにもか
かわらず必要な措置を採らない場合、法に基づきプラットフォーム内事業者と連帯責任を負う。」（法第38条第１項）

３ 韓国

■電子商取引等における消費者保護に関する法律（2002年７月１日施行）
※2012年、2016年に通信販売仲介者に関する部分が改正

「通信販売仲介者」(プラットフォーム事業者)の責任について規定
• 告知義務：「通信販売仲介者」は、自分が通信販売の当事者ではないことを消費者が簡単に知ることができるよう、総

理令で定める方法で、あらかじめ告知しなければならない。（法第20条第１項）
• 身元等に関する情報提供義務：「通信販売仲介依頼者」が事業者である場合には、その身元情報（及び信用に関する情

報を保有している場合はその情報）を確認して、申込みが行われる前に消費者に提供しなければならない。（法第20条
第２項）



10第５ プラットフォームが介在する取引の重要性や特徴

プラットフォームが介在する取引の重要性や特徴

 プラットフォーム事業者が介在する取引の重要性について指摘し、その特徴としていくつかの観点を提示。プラットフォー
ム事業者により状況が異なることから、以下の特徴は、全てのプラットフォーム事業者にあてはまるものではないことに留
意。

１ インターネット取引の規模の拡大と社会における重要性の高まり

２ プラットフォーム事業者が定めたルール・設計(システム)に基づく取引

・多数の事業者、消費者が参加することが可能な市場そのものを設計し、同市場における取引ルール(利用規約)を定めている。

（１）利用者の選択権の基礎となる情報の提供

・プラットフォーム事業者の設計したシステムに基づく、提供者の広告表示、レビュー機能が、プラットフォーム上の取引の意思形成の重要な基

礎となっている場合もある。

（２）マッチング機能の提供

・プラットフォーム事業者は、利用者から情報の提供を受け、当該情報を利用した検索機能等のシステムを利用者に提供することにより、利用者

間で締結される契約のきっかけを提供。

３ 個々の取引への関与度合い

・プラットフォーム事業者によっては、対価支払（決済）や商品発送等に関し一部を担う対応をしており、こうした場合には、契約の重要な履行

の一部を行っているとみることもできる。

４ 収益構造

・プラットフォーム事業者は、手数料、広告費等を収受。

５ プラットフォーム事業者による情報の収集及びそれによる紛争解決の可能性

・プラットフォーム事業者には取引にかかる様々な情報が集約されている場合があり、消費者トラブルが生じた際にそれらの情報を活用した迅速

な対応ができる可能性が高いとも考えられる。

６ プラットフォーム事業者と利用者(消費者)の間の情報量等の格差

・利用者が消費者である場合、プラットフォーム事業者と利用者の間には情報の質、量、交渉力の格差が存在。プラットフォーム事業者には

消費者の安全確保、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保等の取組が求められる。



11第６ 提言－１

１ プラットフォーム事業者の役割

全てのプラットフォーム事業者において、規模、仕組み、取扱商品等に応じ、以下の取組を期待。
※各項目の「・」は取組例であり、プラットフォーム事業者において既に行われている取組も含む。

（１）財・サービス提供者（利用者）に係る審査(出店・出品審査、モニタリング)の実施

・プラットフォームが健全で安全な取引環境であるために、出店・出品審査、提供者、購入・利用者に係る正確な情報の把握とそれを適切に活用。

（２）各種取組に関する消費者への情報提供

・相談窓口の設置、トラブル解決のサポート等の取組について消費者にわかりやすい形で表示、広報。

（３）分かりやすい財・サービスに係る表示

・消費者トラブルにつながる不適切な表示に関するパトロール、行政等専門的知見を有する者との連携、情報提供窓口の設置。

（４）安心、安全な取引環境を整備するための公正な利用規約の制定と明示

・消費者に一方的に不利な取引にならない等、安心、安全な取引環境を利用できるための適切な内容の利用規約の制定。

（５）適切な評価システムの提供

・レビューの収集、処理、公表の工夫。相互評価の同時公開等、正直な評価をしやすくする仕組みの提供。

（６）安全な決済システムと複数の決済手段の提供

・安心、安全な決済システムの提供、消費者の事情に合わせて選択が可能な複数の決済システムの提供。

（７）消費者トラブルへの対応と消費生活センターとの連携

・財・サービス提供者（利用者）、その消費者両方からの問合せ、相談に協力。

（８）保険、補償制度の導入
・利用しやすい保険、補償制度の導入。

（９）ＣtoＣ取引の場合におけるプラットフォーム事業者の役割

・プラットフォーム事業者による補償制度の充実や一定の属性（財・サービス提供者（利用者）がＢ又はＣであるか等）の表示等を通じて提供者

とのトラブルを未然防止し、早期解決を図る。

・プラットフォーム事業者は、提供者がトラブル処理能力に欠ける場合に提供者と一体となってトラブル解決に取り組む。



12第６ 提言－２

２ ＣtoＣ取引における消費者としてのプラットフォーム利用者の役割

４ 国民生活センター、消費生活センター、消費者団体の役割

（１）ＣtoＣ取引における国民生活センター、消費生活センターの役割

・ＣtoＣ取引であっても、消費生活相談員は、プラットフォーム事業者と消費者の間に立ち、苦情相談に応じ苦情処理のためのあっ

せん等を行うことが可能。

（２）消費者団体等による情報提供
・消費者が安心、安全な取引環境を選択することが難しいとの意見に応える方策として、消費者団体等がプラットフォームについて

様々な観点から情報収集し、消費者に対して情報提供。

３ 行政機関の役割

（１）消費者への情報提供

ア 消費者トラブルが生じやすい項目(キャンセル等)についての情報提供等 イ 法令等の平易かつ明確な周知啓発

ウ 若年者、高齢者へのきめ細かな情報提供等の対応

（２）プラットフォーム事業者への情報提供等

・プラットフォーム事業者が行政機関と協力して法令違反事業者への対応を行えるよう、事業者に対する適切な情報提供。

（３）関連する法令、ガイドライン等の見直し

（１）提供者の役割

・提供者は取引に参加する上での基本的なルールを遵守することは不可欠であり、民事上の責任は当然負う。

・提供しようとする商品・サービスに関連する法令の確認と遵守、プラットフォームが提示しているルールや注意喚起の確認が必要。

（２）購入・利用者の役割

・購入・利用者は、民事上の責任を負うことを認識すべき。

・規約を適切に確認するといった取引に参加する上での基本的なルールを遵守することは不可欠。

・レビューにおいて悪質な評価をしないこと、違法な商品を購入しないといった、取引環境の健全化に向けた一定の役割を担うこと
を期待。



13第６ 提言－３

６ 今後の課題

議論の過程で重要な論点であると提起されたことから、引き続き着目し、検討を深めるべきとの指摘。

（１）利用者の情報の取扱いに関する透明性

・プラットフォーム事業者に情報が集積され、それを分析することにより消費者の嗜好等を予測するプロファイリング等が可能。

・例えば、特定の消費者の心理的な脆弱性をプロファイリングし、この脆弱性につけ込むような広告手法については、

今後妥当性を検討していくことが考えられるとの指摘。

（２）非マッチングサイトにおける課題

ア パーソナルデータの取扱い

・広告事業者による閲覧履歴の収集について、広告事業者が閲覧者の個人情報を保有している場合には、収集自体が個人情報の取得

と評価される。この場合、個人情報保護法上の個人情報の取得に関する規律に従う必要。

イ ＳＮＳ等における財・サービス等の取引

・コミュニケーションの場として利用されているＳＮＳでも財、サービスの取引が行われている実態。こうした場での消費者トラブ

ルの問題について、今後必要に応じ検討。

（３）海外事業者への対応

（４）オンライン紛争解決の充実の重要性

（５）プラットフォームが介在する取引における消費者保護の視点の重要性

５ プラットフォーム事業者が果たす役割の実効性の確保

プラットフォーム事業者の役割について、その取組の実効性を確保するための基本的な方策について整理。

（１）自主的取組、共同規制 （２）法律、ガイドライン （３）認証制度
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