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2021-7-21 独立行政法人国民生活センター評価等のための有識者懇談会（第１回） 

９時59分～11時39分 

 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、定刻より１分ぐらい早いですけれども、全員

そろったということでございますので、始めさせていただければと思います。私、消費者

庁の地方協力課長の小堀でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日、委員の先生方、高先生、瀧澤先生、長岡先生、お忙しい中、御参加いただきまし

て、誠にありがとうございます。これから第１回「独立行政法人国民生活センター評価等

のための有識者懇談会」を開催させていただきます。 

 今回は、国民生活センターの令和２年度、昨年度の実績の年度評価につきまして有識者

の方々から御意見を頂戴いたしたいと思ってございます。本日、第１回は、国民生活セン

ターの自己評価が示されますので、それに対して御意見をいただければと思います。本日

の議論を踏まえまして、また主務大臣の評価案を第２回にお示しさせていただくという予

定でございます。 

 なお、本日は、コロナ対策ということで、各委員の皆様、国民生活センター、消費者庁、

それぞれをつなぐ形でオンラインの開催とさせていただきます。 

 まず、事務局のほうから、本日の資料について確認させていただきたいと思います。 

○消費者庁地方協力課平島課長補佐 消費者庁の平島です。よろしくお願いいたします。 

 では、資料の確認をさせていただきます。 

 当庁及び国民生活センターの会議室の「座席表」「有識者懇談会の開催について」に続

いて「次第」がございます。その「次第」の下段に本日の会議で使用する資料のリストが

ございますので、それに沿って説明させていただきます。 

 各資料の右肩のほうに資料番号が付されております。資料１－１から資料１－５、資料

２－１、資料３－１から資料３－４、及び資料４の11資料になります。このうち、本日御

意見を頂戴する対象は、資料１－２と資料１－３と資料１－５、及び資料３－１から資料

３－４の７資料になります。 

 ちなみに、資料１の総合評定表については、今回は様式のみとなっております。これは、

次回の第２回の懇談会前に主務大臣評価を記載したものを委員の皆様に送付させていただ

き、第２回懇談会において御意見等を頂戴できればという様式でございます。 

 資料は以上ですが、漏れは大丈夫でしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○消費者庁地方協力課平島課長補佐 はい。 

 また、本日はウェブ会議になります。御発言の際に、冒頭でお名前をお伝えいただくよ

うにお願いいたします。 

 あと、ハウリングする可能性がありますので、御発言中以外は基本的にミュートにして

いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 私のほうからは以上になります。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

 前半が業績に関することで、後半が財務諸表とか決算といった、大きく２つに分けてと

考えてございます。 

 議題に入らせていただきたいと思います。資料１－３「業務実績等報告書」というもの

がございます。ここに令和２年度の年度評価45項目につきまして、センターの自己評価が

記載されてございますので、センターから説明をしていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、この資料１－３に対しましてと、また、本日の説明では、

大部でありますので、資料１－５をベースに説明があると思いますので、これらに対しま

して御意見、御質問等を頂戴できればと思います。 

 それでは、国民生活センターの浦川総務部長から御説明をお願いいたします。よろしく

お願いいたします。 

○国民生活センター浦川総務部長 国民生活センターの浦川でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、これから令和２年度の自己評価につきまして、資料１－３「業務実績等報告

書」、資料１－５「自己評価説明資料」に基づきまして御説明させていただきます。 

 令和２年度でございますが、第４期中期目標期間の３年目となっております。 

 まず、資料１－３の２ページ目「業務実績等報告書総括表」を御覧いただけますでしょ

うか。令和２年度の自己評価でございますが、評価対象項目45項目のうち、事象が発生し

なかったなどの理由で対象外といたしました７項目を除いた38項目を対象としております。

Ａ評価１項目、Ｂ評価36項目、Ｃ評価１項目でございます。 

 これらを踏まえまして「第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上

に関する目標を達成するためにとるべき措置」の７事業の評価は、全てＢとさせていただ

いております。 

 ここでは、評価対象項目のうち、資料１－５「自己評価説明資料」に基づきまして、Ａ

評価、Ｃ評価としたもの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下において機動的に対応

した項目を中心に御説明をさせていただきます。資料１－５を御覧いただきますようお願

いいたします。 

 まず、Ａ評価といたしました項目は、項目別調書No.11、資料１－５の１ページでござい

ます。「４．商品テスト事業 （２）国民への情報提供」でございます。 

 この項目でございますが、消費者事故の拡大防止、未然防止等のため、PIO-NETに蓄積さ

れている危害・危険、品質等に関する相談情報や医療機関ネットワーク等に登録された事

故事例を調査・分析し、迅速に報道機関等や当センターのウェブサイトを通じて情報提供

するもので、令和２年度の情報提供件数は26件でございました。このうち、事業者名を含

めた公表は７件ございまして、「エタノール濃度」30社、「眼鏡型の拡大鏡」が20社、「自

動車用緊急脱出ハンマー」及び「次亜塩素酸水」の公表では共に19社など、７件の公表案
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件で93社ございました。評価Ａとなりました令和元年度と同様、多数の事業者を対象とい

たしました。 

 また、公表資料につきまして、イラスト等を用いて、より分かりやすくまとめたリーフ

レットでございます「くらしの危険」のウェブサイトのアクセス数でございますが、年間

35.7万件と、基準値としております平成28年度実績を11.8万件上回るアクセス数となりま

した。これは、評価Ａとなった令和元年度を上回っております。 

 これらのことから、年度計画を十分に達成したと判断いたしましたため、Ａと評価いた

しました。 

 以上、評価をＡとしたものでございます。 

 続きまして、Ｃ評価とした１項目について御説明いたします。項目別調書No.31「５．保

有資産の有効活用」です。資料１－５の３ページ目をお願いいたします。 

 この項目でございますが、宿泊室稼働率、研修者稼働率の指標が設定されており、宿泊

室稼働率が39.5％という指標に対しまして、実績4.1％、達成率9.0％。研修室稼働率が

55.8％という指標に対しまして、実績値7.2％、達成度11.7％でした。 

 この要因でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして、神奈川

県を対象とした「緊急事態宣言」が発出されたことを踏まえまして、相模原施設につきま

しては、合計215日間、施設利用を中止する措置を講じました。このため、宿泊室及び研修

室の稼働率を確保するために想定しておりました取組の実施が困難となりました。また、

施設の利用再開後でございますが、飛沫飛散防止のためのビニールカーテンの設置、換気

の確保のための網戸を設置するなど、感染防止対策を 優先させる必要が生じました。 

 こういった感染防止対策を行ったことに伴いまして、研修につきましては、ソーシャル

ディスタンスを確保するため、受講定員を引き下げるとともに、通常の研修室を使用せず、

稼働率算定の対象ではない講堂の実施に切り替える措置を講じました。また、集合研修の

一定数を中止し、一部オンライン研修に切り替えたことによりまして、50回3446人の受講

を予定していた研修の実施は23回にとどまりまして、受講者数も725人と伸び悩むこととな

りました。 

 また、外部利用でございますが、予約された分が相次いでキャンセルされたこともござ

いました。さらに、「密」を避けるために、各研修室の利用者数を大幅に絞ったことなど

によりまして、需要が一気にしぼむ結果となりました。 

 なお、９月１日に施設の利用を再開させた後には、感染拡大防止の措置を徹底させまし

て、感染者を出さない措置を行いました。 

 これらの取組によりまして、利用者アンケートによる満足度でございますが、研修施設

は97.7％、宿泊施設が94.0％と、極めて高い数値を確保できました。 

 また、相模原市の要請に基づきまして、令和３年５月から12月末の予定でございますが、

相模原市が実施いたします新型コロナウイルスワクチン接種の集団接種会場に貸し出しを

行うなど、時宜に合わせた保有資産の有効活用を図っております。 
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 新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響が甚大であった中、利用者の安全・安心を 大

限に優先し、その時々にでき得る限りの措置を行った点も斟酌いたしまして、これらの結

果を総合的に踏まえまして、Ｃ評価といたしました。 

 続きまして、資料１－５の５ページ目から12ページ目までは「新型コロナウイルス感染

症拡大の影響下において機動的に対応した項目」を抽出しております。 

 まず、資料１－５の５ページ目でございます。項目別調書No.１「１．広報事業 （１）

国民への情報提供」の④災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における情報提供で

ございます。 

 新型コロナウイルス関連といたしましては、ホームページのテーマ別特集に新型コロナ

ウイルス感染症関連のコーナーを設けました。新型コロナウイルスのワクチン接種を口実

にした消費者トラブルの事例や、消費者へのアドバイスなどを迅速に情報提供いたしまし

た。 

 続きまして、資料１－５、６ページ目を御覧いただけますでしょうか。項目別調書No.

３「２．情報収集・分析事業 （１）PI0-NET等の刷新、利用承認等」でございます。 

 刷新時期の延期でございますが、新型コロナウイルスの感染拡大及びそれに伴う緊急事

態宣言発出の影響によりまして、作業環境に大きな制約が生じました。また、機器等の計

画どおりの調達も困難な状況になったことが理由でございます。 

 刷新時期の延期後の令和２年５月以降は、速やかにシステム構築等に係る計画の見直し

や調査スケジュール・手続の変更を行いまして、令和３年９月の刷新に向けた作業を計画

どおり実施いたしております。 

 続きまして、資料１－５、７ページ目を御覧いただけますでしょうか。項目別調書No.

５「３．相談事業」の災害時、消費者事故発生時その他の緊急時等における特設電話相談

対応でございます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る特別定額給付金、ワクチン接種等に関連した悪質商法

等のトラブルに対応するため、迅速にホットラインを設置いたしまして、相談対応を行い

ました。開設日数でございますが、過去 長の延べ183日でございます。 

 また、ホットライン設置に際しましては、専用回線の確保や対応する相談員の確保を迅

速に行いました。さらに、土日を含めて相談対応を行いました。併せまして、「新型コロ

ナウイルス給付金関連消費者ホットライン」では、相談時間を２時間延長する対応を行い

ました。 

 続きまして、資料１－５、８ページ目を御覧いただけますでしょうか。「教育研修事業 

（１）実務能力向上のための研修」でございます。 

 「消費者行政職員研修」「消費生活相談員研修」などの研修を実施いたしました。実施

に当たりまして、徳島、相模原で実施した研修につきましては、新型コロナウイルス感染

症対策を実施した上で、事例検討・参加体験型研修を取り入れ、受講効果を高める工夫を

行いました。 
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 新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、開催を中止せざるを得ない研修が生じま

したが、受講者の研修機会を確保する観点から、一部の講座を集合研修からリアルタイム

配信やオンデマンド配信による研修に変更し、実施いたしました。 

 こういった取組を受けまして、指標でございます「受講者等アンケート結果における満

足度 ５段階評価中平均４以上」につきまして、実績は平均４以上を大きく上回り、さら

にアンケートで得た情報を研修内容の充実に活用することができました。 

 続きまして、資料１－５、10ページ目を御覧いただけますでしょうか。「教育研修事業 

（３）試験業務」、消費生活相談員試験と資格認定制度でございます。 

 消費生活相談員資格試験でございますが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の

拡大を受けまして、検温、消毒の徹底、換気、座席間隔を広げるなどの感染症対策を施し

た上で試験を実施いたしました。また、第２次試験の時期が、全国的にウイルス流行の第

３波が懸念されている時期と重なったことから、特に高齢者や遠方からの受験生に配慮い

たしまして、希望する受験者は次年度の第２次試験を受験することができる措置を取りま

した。 

 次に、資料１－５、12ページ目を御覧いただけますでしょうか。項目別調書No.19「ADR

事業 ADRの適切な実施及び利用しやすいADRへの改善」でございます。 

 ADRにつきましても、新型コロナウイルスの影響を受けまして、センター東京事務所以外

（都内、地方都市等）での期日開催につきましては縮小せざるを得ませんでした。それに

伴いまして、ウェブ会議の活用や、開催方法、開催時期について柔軟に対応し、推進いた

しました。 

 以上が新型コロナウイルスの対応について機動的に対応した項目でございます。 

 続きまして、資料１－５、13ページ目から14ページ目でございますが、前回Ａ評価とし

た項目のうち、今回はＢ評価とした項目、及び今回の評価に加えた項目について御説明い

たします。 

 資料１－５、13ページ目を御覧いただけますでしょうか。「研修事業 （２）消費者教

育推進のための研修」でございます。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響によりまして、開催を中止せざるを得ない研修が生

じましたが、受講者の研修機会を確保する観点から、一部の講座をリアルタイム配信によ

る研修に変更し、実施いたしました。 

 また、研修実施から３か月経過後に、受講者が研修で得られた知見等をそれぞれの地域

においてどのように活用しているかをメールで調査を行いましたところ、「研修で学んだ

手法を出前講座で活用した」、コロナ禍で活用する機会はなかったということでございま

すが、「研修で学んだ手法を活用したい」「見守りネットワークの必要性を説明する際の

参考になった」という状況が把握できました。 

 これらを踏まえまして、消費者教育推進の研修につきましては、今回はＢ評価といたし

ました。 
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 資料１－５、14ページ目が今回評価に加えた項目でございます。「特定適格消費者団体

立担保支援事業 （３）立担保事案の適切な管理、求償」でございます。 

 特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会の立担保援助要請案件につきまして、同

会の提起した共通義務確認訴訟の手続経過を逐一把握するように努めました。 

 以上が令和２年度の項目別評価につきましての説明でございます。ありがとうございま

した。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 小堀でございます。浦川部長、ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様から御意見あるいは御質問ございましたら、頂戴いたしたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 高先生。 

○高委員 高です。申し訳ありません。今回初めての経験で、ちょっと的外れのことを申

し上げてしまうかもしれませんけれども、幾つか感想のようなものを申し上げさせていた

だきます。 

 まず 初の「国民への情報提供」というところは、この厳しい状況の中で、例年どおり、

昨年と比べても高い取組をされておられるということで、Ａ評価は妥当であると改めて感

じました。 

 それから、特に事業者の名前を出すというのは、かなりリスクのあることでしょうけれ

ども、こういった部分についても、消費者の利益を考えて積極的に名前を出すこともやっ

ておられるということで、この評価は妥当じゃないかなと感じました。 

 ２番目は３ページの内容に関連します。３ページの評価Ｃということですけれども、こ

れは今までこういう基準で見てこられたのでしょうけれども、環境要因が非常に大きい中

で、本当にＣという評価でいいのか。Ｂでもいいのではないかと思いました。開催回数は

50回中23回ということで、よく23回もやれたなと思っています。もちろん、いろいろな工

夫をして人数は減っているのですけれども、国センとすれば、かなり努力していただいた

なと思っております。 

 取りあえず、自己評価ということでＣとなっておりますけれども、こういう外部要因で

パフォーマンスが落ちたとき、本当にＣでやるのかというところ、私自身が分からないの

で、その基準について、お教えいただければと思います。 

 それから、５ページの広報活動のところで、Ｂという評価をされているのですけれども、

広報活動は重要で、特に知りたかったと思うのは、FacebookとかTwitterとかLINEとかで発

信を行うということで、年間56回、情報提供を行っていますと。発信側の話はよく分かる

のですけれども、今後、もしよろしければ、例えば、ホームページのどの項目にどれだけ

のアクセスがあったとか、あるいは、これはまだそこまではやられていないのでしょうけ

れども、そういうSNSを通じた発信したもののリツイートはどんな状況になっているのか、

拡散がどうなったのか、ということまで分かるようになれば、評価もさらに広がってくる

のではないかなということを感じました。 
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 取りあえず、ここで一旦やめておきます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、国民生活センターさんのほうで、今の点についてございますでしょうか。 

○国民生活センター林田理事 理事の林田でございます。どうもありがとうございます。 

 私は、２番目に指摘を受けた研修施設の利用について、自己評価がＣだけれども、外部

環境要因なのでＢでもいいのではないかという話で、我々としては非常にありがたい御指

摘だと思っております。一方で、どういう基準でＣなのかということでございますけれど

も、我々、あくまでも中期目標で、こういう基準が数値で設定されたものについては、数

値を前提に評価すると、これまでやってきたところでございまして、それに従って、自己

評価としては、ＢではなくてＣという形にさせていただいております。 

 ただ、気持ちとしては、我々、コロナの中でできる限りのことはやってきたつもりでご

ざいますので、先生のＢでもいいのではないかというのは、気持ち的には感謝申し上げた

いと思っている次第です。 

 私からは以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 それでは、ほかの先生からもコメントがもしあればいた

だきたいと思いますが、いかがでございましょうか。 

 よろしくお願いいたします。 

○長岡委員 長岡です。今の３つの項目に関して、私からの補足なのですけれども、資料

１－５の１ページ、項目別No.11に関してですが、評価Ａというのも分かるのですけれども、

確認ですが、この項目に関しては、主な評価指標等のところで、指標としては「－」とい

うことで、定量的な指標ではないということになっております。全体として総合的に勘案

して評価するということですけれども、「くらしの危険」のアクセス件数は、確かに基準

年度の平成28年度に比べると、前年と同様、かなり上回っているということですけれども、

前年に関しては、平成30年度と令和元年度を比べたときの増加率はかなり大きかったので、

前年に比べて２万件増えていたという意味もあってＡにしたというところがあると思うの

ですね。 

 今回、令和２年度に関しては、確かに28年度と比べればかなり上回っていますけれども、

前年に比べては１万2000件程度の増加になっています。そのほかの関連指標として、取材

対応件数に関しては、平成28年度は250件で、令和２年度は132件と、半数ぐらいになって

いますので、逆に言うと、この減少している分を上回るだけの何か評価すべきものがあっ

たのかというのを、もうちょっと説明いただければなと思いました。 

 次の資料１－５の３ページに関してですけれども、これは先ほどの高先生と同じように、

環境的要因が大きいので、私としてはＢでいいのではないのかなと思っております。ただ、

従来から、定量的な指標があるものについては、それを基に評価しなければいけないとい

うことで、そうすると、どうしてもＣになってしまうのですけれども、気持ち的にはＢで

いいのかなと思っております。 
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 資料１－５の５ページは評価Ｂということなのですが、私的には、 初の項目よりも、

こちらのほうがＡでもいいのかなという気がしました。というのは、この項目は定量的指

標もあって、その定量的な指標については全てクリアしています。さらに、その他の関連

指標に関してもほとんど上回っていて、センターさんがおっしゃるように、この５ページ

に書いてありますように、対応として、とても重要なことを積極的にやられていたという

ことで、大変評価できますので、関連指標の中で１点だけ、他省庁が行った注意喚起情報

の紹介件数だけが28年度より下回っているというのはありますけれども、それについての

説明ができれば、逆にそれを上回る評価ができることを行っていますので、Ａかなという

気持ちがしました。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 一旦、国民生活センターさんのほうで、 初の商品テストと５ページのところですか、

２点ほどあったと思いますので、もし御回答なりありましたら、お願いします。 

○国民生活センター宗林理事 理事の宗林です。先生ありがとうございました。 

 このページも、どちらかというとコロナの中でという前提だと、より厳しかった業務と

いうことが言えると思うのですが、テストをする場合に、職員が在宅では全くできないと

いうこと。それから、ここにも書いてありますように、除菌を謳ったエタノール商品であ

ったり、二酸化塩素商品、コロナに対応するような商品が急にいろいろなものが出ている

中で、銘柄の選択等も難しかったのですが、それを実施したということです。 

 それから、災害時、水害などもありましたので、そのときに車からの緊急脱出用ハンマ

ーも実施しました。規格がないのでいろいろな種類が出てきまして、何を使ったらいいか

分からないという状況でしたので、それを実施ということをさせていただきました。 

 いずれも、職員全体が出てこないでできる仕事は何もなくて、しかも全部実名を公表し

ていくということで、調整も大変厳しかったものですから、全体には200銘柄ぐらいの事業

者が候補になりましたけれども、コロナの中では、極めて厳しい状況の中で、コロナ禍に

マッチングしたようなものを出したということでございます。 

 確かに取材自体は少ないという数字が残っておりますけれども、記者発表のときにそれ

なりに記者さんにたくさん来ていただいて、記事は結構たくさん出ていますので、消費者

の方の情報として一助になったのではないかなと考えております。 

 ということでＡをつけさせていただきました。よろしくお願いします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 長岡先生、今の、いかがでしたか。 

○長岡委員 確かにおっしゃるとおり、コロナ禍で大変御努力されているということがす

ごく伝わってきますし、理解できますので、Ａで全然問題ないと思います。 

 ありがとうございます。 

○国民生活センター宗林理事 ありがとうございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 そうしましたら、瀧澤先生はいかがでございましょうか。 
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○瀧澤委員 私も、 初の「国民への情報提供」のところ、Ａかな、Ｂかなと思いながら、

今、お話を伺っておりまして、国民生活センターさんのほうからも御説明があったように、

いろいろな厳しい状況で実際に商品テストに出てこられて、迅速にいろいろ混乱した商品

の中で実名公表に至るような活動をされたということで、Ａでいいのではないかなと思い

ます。 

 取材のほうも、恐らくメディア側も大混乱ですので、通常の状況と違いますから、それ

は多分に先方側の理由もあったと思いますので、これはＡとして妥当ではないかなと思い

ました。 

 ２番目に話題になっていました保有資産の件です。これは稼働率のお話なので、コロナ

の前から結構話題になっていたところかと思いますけれども、私も厳しめの意見をさせて

いただいたこともあるのですけれども、そもそもコロナで215日間の利用停止を余儀なくさ

れたというのがベースラインですので、そこから考えると、稼働率はもしかすると、ここ

に書いてある4.1％より、かなり高い。不可抗力を除くとどうなのかなと。実際、その数字

を出したら、もしかしたらＢ、妥当な数字として自然に出てくるのではないかと思います

ので、もう一度検討いただいて、感覚としてはＢでいいのではないかなと思っております。 

 それから、その次、「広報事業 国民への情報提供」ということで、新型コロナウイル

スに関連した情報とか豪雨・台風・地震の速報的なものですね。これは、私もホームペー

ジを拝見しまして、このようなコロナの特設ページをつくって、見やすく配信されている

のを確認したのですけれども、これをＡにするためには、逆に私としてはすごくよくやら

れているのではないかなと思っているのですけれども、センターさんとしては、何があっ

たらＡと評価できたと考えておられるのでしょうか。その点をちょっとお伺いできればと

思います。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、国民生活センターさんのほう、今の点について、いかがでしょうか。 

○国民生活センター川口理事 広報部担当の川口でございます。 

 先生方から、先ほど御質問いただいている案件も併せて御回答させていただきたいと思

います。 

 まず、高先生から、ホームページのアクセス数の管理をしているのかということで御質

問いただきました。ホームページのアクセス数につきましては、項目ごとに毎月集計を行

っております。アクセス数が多いものは、ウェブ版の「国民生活」の 新号となっており

ます。 

 また、公表案件につきましては高いアクセス数になっています。この内容につきまして

は、役員会や部長会に報告してセンター内での共有を行っております。 

 また、SNSのリツイートはどれぐらいあったのか、拡散されているのかという御質問もい

ただきました。実際、Twitterのリツイートにつきましては、２桁程度といった状況のもの
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もございますが、中には、先日、商品テスト部から公表しました子どもの水着の案件につ

きましては、5000件近くのリツイートがございました。内容によって差が出ている状況で

ございます。 

 また、他省庁が行った注意喚起情報の紹介件数が減少した理由ということで御指摘をい

ただきました。こちらにつきましては、どうしても各省庁が発信した件数によるところも

ございまして、そういった部分に左右されるということで、昨年度は725件といった数字に

なりました。 

 今回、広報事業の災害時関連情報の提供件数等につきまして、Ｂをつけた理由というこ

とで御質問をいただきましたけれども、各項目に対しまして、基準値をクリアしていると

いった部分で、我々としましてはＢ評価をつけさせていただきました。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 瀧澤先生、今、お答えありましたけれども、いかがでし

ょうか。 

○瀧澤委員 基準値を満たしているからＢというのは、すごく真っ当なお答えではないか

と。 

○国民生活センター川口理事 すみません、補足させていただきます。 

 国民への情報提供の項目で、今回コロナ禍ということで、記者レクの回数も若干減った

という部分に対しまして、ホームページなどで配信は積極的に取り組んでまいりました。

また、マスコミを通じての発信といった部分では、我々としても精いっぱい取り組んでま

いれたと思っております。 

 今後の課題としまして、きっちり伝えたい人に情報を発信できているか、伝わっている

かという部分につきましても、検証しながら情報発信に取り組んでまいりたいと思ってお

ります。先ほどから先生方からも御指摘ございました、ホームページやSNSなどの情報発信

につきまして、どのように届いているかということをアンケート等で把握しながら、さら

に内容の質を高めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○国民生活センター宗林理事 すみません、宗林です。 

 今の部分で追加でございますが、情報提供も、若者に届けるというトライアルを昨年、

一昨年ぐらいからしておりまして、昨年も「HARUHARU」というウェブメディアに掲載いた

しました。たくさんの方から高評価を得ています。これからも若者とか、目に触れやすい

ところにということを心がけておりますし、昨年は実績の第１号として、大変いい仕事が

できたのではないか、自負でございますが、思っております。 

 以上、追加でございます。 

○瀧澤委員 すみません、通信の影響で若者向けのサイトの名前が聞き取りにくかったの

ですけれどもね。 

○国民生活センター宗林理事 瀧澤先生、「HARUHARU」というウェブメディアです。そこ
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に若者向けの注意喚起情報の記事を出したのですけれども、例えばカラーコンタクトの話

などは大変アクセス数が多く、若者の評価が非常に高かったということでございます。 

 以上でございます。 

○瀧澤委員 ありがとうございます。 

○国民生活センター川口理事 少し補足させていただきたく、お願いいたします。 

 消費者教育の推進に関する情報の提供の項目となりますが、資料１－３の18ページに記

載させていただいております。2022年４月の成年年齢引下げに向けて、若者を対象とした

情報発信を行っております。一昨年度はインフルエンサー漫画家を通じての発信を行って

まいりました。一定の反響はございましたが、我々が考えている高校生に向けてではなく、

もう少し年齢の高い若者に配信がされました。昨年度は10代女子が見るウェブメディア

「HARUHARU」といったものを使いまして、記事３本の掲載を行いました。 

 宗林理事からも説明がありましたコンタクトレンズの危害に加えまして、ネット詐欺や、

ネットショッピングについても発信を行いまして、大変反響もございました。 

 実施後に若者へのアンケートも行って、大変参考になったという評価もいただいており

ます。こういった形で、今後もターゲットを絞った情報発信を行ってまいりたいと思って

おります。 

 以上、長くなりましたが、補足させていただきました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 私どもでこの後、主務大臣、役所としての評価をつくっていくことになりますけれども、

今の点で申し上げますと、商品テスト、一番 初のところは、Ａという自己評価を生かす

ような形かなと思ってございます。 

 それと、２つ目の施設の稼働率のところは、先ほど御示唆いただいたような、特殊要因

を除いた感じで少し見られないかというのを試した上で、Ｂになるかどうかという視点で

ちょっと考えてみようかなという感じでございます。 

 それと、 後の情報提供のところは、どのように伝わっているかという部分がうまく示

せるかどうかで、Ａに乗せられるか、あるいはＢのままで今年はという感触かなという印

象を受けましたけれども、先生方、いかがでございましょうか。 

  

○高委員 高ですけれども、今の整理で問題ないと思います。ただ、特殊要因を考慮する

のかどうなのかということで、後の評価も随分変わってくるので、御判断は国センにお任

せいたします。例えば、研修についても、特殊要因の影響で参加者も減るわけですし、開

催頻度も減るわけですから、過去のものと一貫した形で評価をやらなければいけないと思

いますので、そこの御判断は、そちらにお任せ致します。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。そういったところも少し整理さ

せていただいた上で、 終的な案を考えたいと思います。考える視点としては、先ほどち

ょっと申し上げたような、施設であれば、少し特殊要因を除いたらＢにできるかどうか。
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情報提供方法のほうは、こちらは取りあえず発信はしているけれども、受け手というか、

どのぐらい伝わっているかみたいなものがうまく示せるかどうかで、Ａに上げるか、Ｂの

ままかといったところを考えてみたいと思います。いろいろ御示唆いただきまして、あり

がとうございます。 

 では、今の３つが中心で議論しましたけれども、そのほかの点につきまして、もし御意

見とか御質問ございましたら、引き続きお願いしたいと思いますが、いかがでございまし

ょうか。 

 お願いいたします。 

○高委員 高です。６ページ目からの「情報収集・分析事業」のところに関係します。左

側の主要な経年データというものを見れば、今までどおり、登録がきちんとできているか

どうかというところを見ていて、日数は若干減っていると。これは、先ほどの特殊要因の

話だと思います。評価としてＢというので、例年どおりだったということで、Ｂで妥当か

と思っております。登録日数とか減っていますけれども、これは特殊要因の関係で許容範

囲と思いました。 

 来年度以降のこともあるので、ここの右側に紹介いただいているPI0-NETの刷新のところ

ですけれども、国セン自身は、いろいろなことをやれる権限はないのかもしれませんけれ

ども、既に計画されたとおりに、そのまま刷新を実行に移していくということで計画を立

てられているのですけれども、例えば御自身でデータセンターを持っておられて、ストレ

ージとかコンピューティングの能力を強化されようとしているのか、あるいはクラウド化

といったことも考えておられるのか、そこも教えてもらいたく思います。 

 それから、一気には進められないかもしれませんけれども、データ分析については、徐々

に研究等を進めていただきたいと思っています。せっかく政府全体として今、DXを進めよ

うとしている中で、PI0-NETが持っているデータをより積極的に使う方向を探って欲しいと

期待しています、例えば、消費者被害の予測とかAIツールを使った分析とかに、将来的に

つなげる試みを、そろそろスタートしていただけるとありがたいなと思っています。もち

ろん、既にスタートしているのかもしれませんけれども、ここにPI0-NETの刷新という項目

がありましたので、これに関しお聞きしたく思います。 

 それから、次の７ページの「相談事業 苦情相談」への対応ですけれども、これは結論

から言って、評価Ｂとなっているのですけれども、この厳しい中でよくやられたというこ

とで、私は評価Ａでもいいのかと思いました。基準値を見ますと、875件中云々、今年度は

731件中、どうこうという話で整理していただいているのですけれども、令和２年度の中身

を見ますと、国民の利益を第１に考えて迅速にホットラインを設置していただいて、しか

も土日も返上して、さらに相談時間も２時間延長しておられ、かなり力を入れてやってい

ただいたなと思います。Ｂ評価とされたのは、逆になぜかと疑問を持ちます。 

 受け付けた件数が少ないからというだけで、多分Ｂにしたのかと思うのですけれども、

緊急度等を考えれば、あるいは国民に対する利益ということを考えれば、私は大きな貢献
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があったと思いました。７ページです。 

 それから、８ページの研修ですけれども、これもコロナの影響でなかなかうまくできな

かったのではないかと思いますけれども、評定と根拠の中段ぐらいですか、アンケート等

を実施して、そのアンケートの結果から得た情報を基に研修内容の充実に活用したといっ

た記載があるのですけれども、よろしければ、どういう改善をされたのか、教えていただ

ければと思います。それから、今後の課題と対応のところに書いていただいているのです

けれども、オンラインとかオンデマンドでやるしかなかったということで、足かせ的な意

味で記載しておられますが、逆にこれを利用することで、今後研修者が増えてくるという

ことだってありますので、今後についてどういうふうに、お考えなのか、教えていただけ

ればと思います。評価Ｂというのは、とりあえず問題ございません。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、国民生活センターさん、今の点、いかがでしょうか。 

○国民生活センター林田理事 理事の林田でございます。高先生、ありがとうございます。 

 御指摘いただいた点３つのうち、２つについて、まず私のほうからお答えしたいと思い

ます。 

 まず、１つは、６ページのPI0の刷新についてでございます。評価Ｂということでありま

すけれども、それ以外にPI0-NETの刷新として、クラウド化とかデータの活用、相談情報を

活用して、今、何が起きているのかを早急に把握することについてはどうか、という事で

ございます。今まさに消費者庁と連携いたしまして、実はPI02020というものが今年新しく

稼働するわけですが、次の次のPI02026につきましては、クラウド化、あるいは今、電話相

談を中心にやっておりますけれども、相談のツールのマルチ化ですね。例えば、メールを

使ったり、そういったものも考えておりますし、あとは、使ったデータをまさに先生御指

摘のあったAIで、どうやって分析をするのかといったことも、庁と連携して今、正に検討

している所です。 

 それに加えて、アドバイザリーボードという形で有識者を集めて御意見を伺うような形

でやっておりますし、年末辺りには、ひな形というか、試行品みたいなものを使って、プ

ロトタイプと言っておりますけれども、自治体とか消センとかに使っていただいて、これ

はすぐにはできませんが、数年かけて、こういうクラウド化とか相談のマルチ化、データ

の活用といったものを考えてございます。また、ある程度情報がまとまりましたら、委員

の先生方にも情報提供したいと考えております。 

 続きまして、８ページの教育研修のほうでございます。先生のほうから、アンケートで

得た情報をどのように活用しているのかということでございます。アンケートでは、具体

的ないろいろな細かい御指摘を受けております。例えば、もっと対面の、コロナですので、

難しいところもありますけれども、お互い、研修員同士がいろいろ相談し合って発表する

といった場が欲しいとか、具体的にはぱっと思いつきませんけれども、要望があったテー
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マがある場合には、今後やる研修の中にそういう教科を加える。あるいは、相互にフェー

ス・ツー・フェースで発表し合うみたいな時間をより多く取るとか、アンケート結果を踏

まえて研修のカリキュラムのほうに反映させることをしております。 

 それから、オンライン、オンデマンドの活用ということでございますが、これもまさに

先生の御指摘、的を射ていると思っておりまして、コロナで対面で相模原とか地方で研修

をやるというのは、なかなか難しい状態になっておりますので、昨年度ぐらいから、こう

いう座学の研修をビデオで撮って、一定期間の視聴期間を設けておりますけれども、オン

デマンド配信するといったことも取組を始めております。 

 あるいは、センター長会議とかでいろいろ話を聞くと、コロナの状況なので、実際に相

模原とかに行けないということで、オンライン配信、オンデマンド配信というものを要望

する声も非常に多くなってきておりますので、そういうことにも積極的に対応しておりま

すし、今やっていることを拡充していきたいと思っている次第であります。 

 私からは以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 高先生、今の回答、よろしゅうございますでしょうか。 

○高委員 ありがとうございました。 

 2026年を目標年にして、また新たな取組がスタートしているということが、DXについて

はよく分かりました。 

 それから、相談員同士の意見交換というのは、そちらも考えておられるでしょうけれど

も、リアルでやるという話もあるのですけれども、デジタルでもブレイクアウト機能とか、

いろいろなものがありますので、もう既に御存じかもしれませんけれども、そういうもの

を使えば、少人数での意見交換もできますので、ぜひ積極的に進めていただければと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

○国民生活センター林田理事 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 では、長岡先生、よろしいでしょうか。 

○長岡委員 長岡です。 

 もう一点、今のことで補足させていただきたいのですけれども、高先生がおっしゃった

ように、e-ラーニングとかであれば、場所とか時間を選ばないで、今後、受講者ももっと

伸びると思います。今年度に限って、コロナの影響でやむを得ずそうなったということも

あるかもしれないのですけれども、その研修によって中止となったものと、あとオンライ

ンでやったものというのがありますけれども、リアル開催じゃないとできないものがある

のかどうか。中止かオンラインかという判断をどういうふうにしたのかなというのをお聞

きしたいと思います。 

 それと、評価には関係ないのですけれども、「教育研修事業」の予算額を見ると、令和

２年度が前年度のほぼ倍ぐらいになっていて、経常損益も去年の３倍とかなっているので
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すけれども、事業に関して、何か前年度と大きく変わったというものがあれば教えていた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 林田理事、お願いします。 

○国民生活センター林田理事 林田でございます。ありがとうございます。 

 今、長岡先生から２点御指摘がございました。お答えしたいと思います。 

 初につきまして、中止あるいはオンライン、リアルでやるといった判断基準はどのよ

うなものがあるのかということでございますが、まず、コロナも事前に予測できなかった

ものがございますので、今、オンラインにしているのは、正直言って、行き当たりばった

りとは言いませんけれども、オンラインできそうなものからやっているところでございま

す。ただ、来年度以降、将来的には、対面中心でこれまで研修を進めてまいりましたけれ

ども、一定の予算が限られる中で、対面をどれだけにするのか、あるいはオンラインをど

うするといったところは、１回腰を据えて、どういう配分がいいのかといったことを改め

て考えて、今後進めてまいりたいと思っています。 

 それから、研修について、ご指摘のように、予算が２倍とか、あるいは経常収支に大き

な影響が出ているところでございますけれども、これはコロナがたまたま今回起きて、オ

ンラインという話になっていますけれども、今後進める上で、オンラインとか、研修の重

要性というものは、庁からも、いろいろな方面からも聞いておりますので、対面だけでは

なくて、多様な研修の在り方を検討する過程で予算が増えていると思っているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○長岡委員 ありがとうございます。 

 もう一点だけ確認させてください。オンライン研修がどんどん増えていくと、逆に相模

原事務所の研修所が使われなくなるという心配はないのかなと思います。 

○国民生活センター林田理事 すみません、まさにそのバランスというのが非常に重要で

ございます。実は、対面研修につきましては、相談員さんからも、交流の場じゃないです

けれども、一定のニーズもあるところでございます。 

 一方で、中期目標・中期計画で立てた目標に従って、今やっているところでございます

けれども、次の中期目標・中期計画というのは、ちょっと先の話になりますけれども、そ

れを踏まえてだけじゃなくて、今できることはしなければいけないのですが、そういうバ

ランスといったものは必要だと思っていまして、全く対面をやめるということは、まだ現

実的ではないし、そこのバランスはいろいろな方面、ニーズを踏まえて、あるいは消費者

庁とも相談しながら 適なところを探っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○長岡委員 ありがとうございました。よく分かりました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 
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 では、瀧澤先生、いかがでございましょうか。 

○瀧澤委員 すみません、私のほうからは特にないです。先生方のお話を聞いておりまし

た。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、今のところでは３点ほどありました。評価については、１か所、相談事業の

ところで、ホットライン等々、対応したという点がありますので、ここのところが今、Ｂ

という自己評価でありますけれども、コロナの特殊要因下というのも加味して、Ａにでき

るかどうかというところを少し検討させていただこうかなと思ってございますが、大体そ

のような感じでよろしゅうございますでしょうか。Ｂのままか、Ａに乗せられる説明がで

きるかというところを少し検討してみたいと思います。ありがとうございます。 

 そうしましたら、さらに残りのところで、引き続いてコメント、御質問等ございました

らと思いますが、いかがでございましょうか。 

○高委員 では、高から１点だけよろしいですか。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 お願いします。 

○高委員 12ページ、ADRのところもＢ評価とされていますが、私はもっと厳しく言わなけ

ればいけないのかもしれませんけれども、これはよくやられたなと数字からも判断してい

ます。例えば、申請件数は基準値とほぼ変わりないですね。もちろん、手続終了までに日

数が若干かかっているということなのですけれども、和解率を見ると、もう７割を超えて

います。そこまで持っていかれている。 

 それから、勤務時間外の期日開催日数というところを見ると、これは多いから問題なの

か分かりませんけれども、私、よくやったのではないかと理解しています。こういう状況

の中で、皆さん、関係者の方、地方での開催は苦しかったかと思いますけれども、よくや

っていただき、Ｂというのは少し厳し過ぎるのではないかという印象を持ちました。 

 それから、もう一点なのですけれども、 後の14ページ、立担保支援の関係、今回、Ｂ

としていただいています。 初のケースなので、これは難しいのでしょうけれども、今後

どうやって評価するのか。基準のない中で評価するというのも難しいわけで、今回の件、

これを踏まえて、まだまだ件数がないのですけれども、基準をどういうふうにしたらＡと

なるのか、どういうふうにしたらＢとなるのか、今後明確にしていただければありがたい

と思いました。 

 以上２点です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターさん、何か今の点でございますでしょうか。 

○国民生活センター宗林理事 宗林です。高先生、どうもありがとうございました。 

 ADRについてでございます。コロナ禍となり電話の会議とかウェブ会議を駆使しています。

申請者の方にはウェブで入っていただいてという形で、対面する事業者と相手方と申請者

が会わないようにして、期日を配置するということでやってまいりました。 
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 また、移動をしないということから地方期日の開催はやめましたけれども、今、先生御

指摘の時間外というのは、夜６時から８時までの設定を新たにいたしました。これをする

ことで、この時間帯で、委員の先生方、それから相手方の参加もしやすくなるということ

で、期日の開催がしやすくなる。職員にとっては負担なのですけれども、そういう観点か

ら件数でも１件でも上げて解決していくということでの努力をいたしました。 

 その結果、委員の御指摘のように、申請件数も、実施件数自体も昨年と同じぐらいでき

ましたし、和解率も高い推移で、基準値が60％以上のところを70％ということで、非常に

高い和解率だったと思っております。主張するばかりで申し訳ないのですが、実態はそう

いうことであるということで、お許しください。 

 以上でございます。 

○国民生活センター林田理事 林田です。 

 高先生が 後に立担保について、１件なのだけれども、今後どういう評価基準を考える

べきかという御指摘がございました。これは受け身の仕事ということもありますけれども、

一方で、特定消費者団体とか庁が主宰する会議とか、いろいろ傍聴させていただいており

ますけれども、PI0-NETとかのいろいろなデータから特定適格消費者団体、そもそもこれの

対象になるような事案の情報を広く得たいという話もございます。ただ、あくまでもこれ

は立担保の評価でございますので、どういうふうに評価基準があるべきかということにつ

いては、御指摘を踏まえて考えていきたいと思っております。 

 以上です。 

○高委員 ありがとうございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、長岡先生、いかがでございましょうか。 

○長岡委員 長岡です。 

 資料１－５ではないのですけれども、資料１－３のほうで書き方で確認させていただい

てもいいですか。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 お願いいたします。 

○長岡委員 細かい点で恐縮ですけれども、資料１－３の125ページ、一番右側の参考情報

の欄の２つ目のところで、令和２年度補正予算とあって、それの３行目で金額が「1，35,000」

となっているのですけれども、これは０が１個足りないのか、カンマが多いのか、どっち

かなと思ったのですけれどもね。 

 それともう一点ですけれども、152ページの内部統制の充実・強化というところで、業務

実績の書き方なのですけれども、ここの項目はあくまでも内部統制に関することなので、

新型コロナウイルス感染症の対応というのが必要あるかなと思ったのですね。それは、152

ページの２段落目の「また」の部分。例えば、時差出勤・在宅勤務を実施したであるとか、

一番下のなお書きのところで、研修の形式については、新型コロナウイルス感染症防止の

ために人数を制限したとか、そういうことは直接内部統制とは違うのかなと思って、あえ



18 

 

て書く必要はないような気がしました。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 国民生活センターさん、今の点はいかがですか。 

○国民生活センター川口理事 先ほどの125ページの金額の件ですけれども、こちらは１億

3500万円になります。カンマが入っていたのが間違いでございます。大変申し訳ございま

せん。 

○国民生活センター浦川総務部長 １億3500万円が正しい金額でございます。 

○国民生活センター宗林理事 宗林でございます。 

 さっきの内部統制のところですけれども、確かに御指摘のとおり、BCPを大分考えなけれ

ばいけないということで、いろいろなことを現実的に考えたということから記載しており

ます。 

○長岡委員 ありがとうございました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、瀧澤先生、いかがでございましょうか。 

○瀧澤委員 先ほど高先生が御指摘された、もしかしたら高先生が再質問されるかもしれ

ませんけれども、ADRのところです。基本的に私はセンターさんの自己評価を尊重したいと

思うのですが、宗林理事の御説明を聞いていたら、Ａでもいいのではないかという気がし

てきたのですけれども、逆に、これを当初Ｂにされた理由というのは何だったのですかね。

東京事務所以外での開催回数が非常に少なくなって、KPIを満たさないとか、そういう理由

でしょうか。その点をお伺いして、もう一度考えたいと思います。よろしくお願いします。 

○国民生活センター宗林理事 先生、ありがとうございます。 

 昨年まで数値をとにかく比較していくということで評価してきましたので、数値が同じ

ぐらいという頭が相当ございまして、昨年度は本当に特別な年で、いろいろな工夫をしな

いと難しいという各業務の実態でございました。トータル、全ての項目ですが、先ほどの

数値を目安にしてということが強く私たちの根底にございますので、特段すごく効果を上

げたといったもの以外は、Ｂ評価が並んでいるというのが実態でございます。 

 そのようなことで、ADRをＢとさせていただいています。問合せ件数も、実際に申請した

件数も、昨年度とほとんど余り変わりがないということでございまして、地方云々とか、

そういう詳細よりも、全体としてやれた実績としては、それほど大きな変化はないという

ことでＢとしました。 

 ただ、各項目、これ以外もそうですが、コロナ禍ということで職員の在宅勤務を一部入

れたこと。それから、いろいろな先生に集まっていただいて、対面では密になるというこ

とで、なかなか難しかったこと、様々な状況が発生してきまして、その中で現実的に時間

をずらしたり、ウェブを投入したり、そのようなことで実際の件数を維持すること自体が、

私たちとしてはかなり苦しかったので、Ａ評価という高先生の言葉にうれしい気持ちがこ
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ぼれたということでございまして、数値自体は大きく変化したということではないことか

らＢ評価にさせていただいたということでございます。これは、全ての項目について、そ

ういう感じで評価しております。 

 以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 瀧澤先生、いかがでございましょうか。 

○瀧澤委員 先ほどの相模原の研修施設のところもそんな数値で出ていたと思うのですけ

れども、消費者庁さんのほうで、先ほど全体を通して、もう一回検討していただくという

ことなので、その方針でやっていただければいいのではないかなと思います。 

 以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 というところで、ADRで言いますと、和解率が上がっているというのは、１つ評価のポイ

ントにはなるのかなと、私、数字を見てちょっと思ってございました。そのほかは、コロ

ナの状況などもあって、例えば地方開催が減ったりとかはありますけれども、そういった

ところをどう評価するかということで、ここについては、Ａにできるかどうかという視点

で少し考えてみたいと思ってございます。そんな感じで方向性としてはよろしゅうござい

ますでしょうか。 

○高委員 よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

○国民生活センター山田理事長 すみません、理事長の山田でございます。業績に関して

様々な御意見賜りまして、ありがとうございます。 

 私も昨年10月に理事長に就任いたしたところでございますので、こういった業績評価を

行うのは今回が初めてでございます。それで、評価の基準について、先生方から幾つか御

質問、御指摘をいただきましたが、先ほど宗林理事からも申し上げましたとおり、数値で

決められている基準は、それを達成したのかどうかいうことが第一義なのだと、私も説明

を受けまして、そうであるならば、全体的に及第点は取ったのであろうということで、Ｂ

が多い今回の評価になっております。 

 ただ、私も評価される側ですから、多々申し上げるべきではないと思いますけれども、

手前みそではありますけれども、コロナ禍の中で職員たちはよくやってきたのかなと感じ

ております。そうした点を、先生方、また消費者庁のほうでお汲み取りいただけるのであ

れば、非常にありがたいと感じております。 

 雑駁な感想めいた話で申し訳ありませんでしたけれども、よろしくお願いいたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、この後、会計関係、財務諸表関係がワンセクションございますけれども、業

績のほうにつきましては、ひとまず、この辺りでと思いますけれども、よろしゅうござい

ますでしょうか。 

（首肯する委員あり） 
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○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、いただいた御意見も踏まえまして、こちらで評価のほうを検討させていただ

きます。また、国民生活センターさんのほうでは、評価以外でも大変貴重な御示唆もいた

だいたところでございますので、ぜひ業務のほうにもそういうところを反映していただけ

ると非常にありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、もう一個のほうでございます。次に、資料３－１、令和２年度の財務諸表、

それと、資料３－２ 決算報告書がございます。こちらにつきまして国民生活センターさ

んから説明、御報告をお願いいたします。それでは、小林会計課長、御説明よろしくお願

いいたします。 

○国民生活センター小林会計課長 会計課長の小林です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、資料３－１の財務諸表、及び資料３－２の決算報告書について、主な事項を

説明いたします。 

 まず、財務諸表についてです。資料３－１の表紙をめくっていただきまして、目次の次

の１ページ目、貸借対照表を御覧ください。 

 一番上のほうにございます資産の部において、Ⅰ 流動資産の内訳としまして、現金及

び預金が39億円余とございます。これですけれども、令和２年度中、当初予算及び第３次

までの補正予算を含みます運営費交付金債務の中から、主には令和３年度への年度を越え

た財源繰越としまして29億円余があったこと。また、令和２年度中に発生しました経費の

未払金としまして８億円余あったこと、利益剰余金があったことが理由の大宗となってお

ります。 

 次に、同じ１ページ目の２つ目の固定資産についてです。内訳の１番に有形固定資産が

ございます。さらに内訳としまして建物などがございますが、これらの資産は、取得後、

毎年度減価償却が発生するものですので、左端にそれぞれ２段書きで、上段に取得価格、

下段に取得後の減価償却の累計額を記載しまして、差し引き額を年度末の額としまして、

その右側に記載しております。 

 また、同じ有形固定資産の中で金額が も大きいものが、土地の63億円余となっており

ますが、こちらは相模原と東京の各事務所を合算したものを前年度と同じ額で計上してお

ります。 

 次に、２ページ目を御覧ください。上段に負債の部、中段に純資産の部と区分けしてお

ります。それぞれ負債の部のほうでは、一番上の段のほうから運営費交付金債務、未払金、

また、純資産の部の内訳で３番目に記載しております利益剰余金がございますが、これが

先ほど１ページ目の現金及び預金に主に対応するものとなっております。 

 そのほか、中段の純資産の部、１番目の資本金が89億円余とございますが、こちらは前

年度から変更はございません。 

 次に、４ページ目、損益計算書を御覧ください。経費につきまして４ページ目、収益を

５ページ目に記載しております。 
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 経費につきましては、上段の業務経費と、中段以降に一般管理費と続いております。そ

れぞれ主なものといたしましては、給与手当等の記載が分かれておりますが、総じて人件

費となっております。 

 また、５ページ目の収益につきましては、一番上の段にございます運営費交付金が主な

ものとなっております。 

 また、次に、７ページ目のキャッシュ・フロー計算書を御覧ください。ここでは、Ⅱ 投

資活動によるキャッシュ・フローについて、23億円の定期預金の預入と払戻がございまし

た。こちらは、令和元年度から令和２年度への繰越財源について、経費の支払が発生する

までの年度内での一時的な期間がございましたので、短期間の定期預金として運用したも

のとなっております。 

 財務諸表の説明につきましては、以上となります。 

 後に、資料３－２ 決算報告書について説明いたします。資料を変えていただけます

でしょうか。 

 本表ですけれども、各部で実施いたします事業及び管理部門につきましては、下段中央

にございます法人共通と書いているものの区分がございますが、こちらにつきまして予算

額と決算額を比較したものでございます。 

 全般的に収入につきましては、運営費交付金収入のほか、区分の中にもう一つ、事業収

入等とございます。こちらのほうは、図書雑誌出版収入であったり、研修収入等がござい

ますが、こちらは、該当する事業の区分のみの計上となっております。 

 また、支出のほうですけれども、人件費のほうについて、管理部門であります下段中央

の法人共通につきましては、一般管理費の中に併せて計上しておりますし、各部の事業経

費につきましては、業務経費として欄の中に含めて計上いたしました。 

 私からの説明は以上でございます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございました。小堀でございます。 

 続きまして、国民生活センターの令和２年度会計及び業務に関する監事監査の結果につ

きまして、鈴木監事より御報告をお願いいたします。 

○国民生活センター鈴木監事 鈴木でございます。 

 資料３－３の監事の監査報告と、資料３－４の会計監査人の監査報告書を御覧ください。 

 令和２年度の前半は岩田監事、後半は柏尾監事とともに、当該事業年度を通じてセンタ

ーの業務を日々監査してまいりました。 

 まず、財務諸表及び決算報告書並びに事業報告書については、会計監査人からの適正意

見をいただいておりますが、日常の監査及び会計監査人とのコミュニケーション等を通じ

て、会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると確認いたしました。 

 また、法人の業務は、法令等に従い適正に実施され、中期目標の着実な達成に向け、新

型コロナウイルス禍にあっても効果的かつ効率的に実施されていると評価いたしました。

内部統制システムの構築も、理事長のリーダーシップの下、着実に進展しております。 
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 後に、令和３年度、新年度の主要課題でございますが、９月にリリースを予定してお

りますPI0-NET刷新の完遂。そして、中長期的な課題といたしましては、先ほど高先生から

も御指摘いただきましたように、令和２年度の後半から検討を開始しておりますデジタル

トランスフォーメーションの推進が掲げられます。 

 以上、報告といたします。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 鈴木監事、ありがとうございました。 

 以上の財務諸表の説明と監査報告に関しまして、委員の先生方、御質問、御意見等ござ

いましたら、よろしくお願いいたします。いかがでございましょうか。今の点につきまし

ては、特によろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、委員の先生方におかれましては、御質問等、さらにもし出ましたら、事務局

のほうまでメールでも結構でございますので、そういう形でお願いいたします。それでは、

ひとまず本件については、以上ということにさせていただければと思います。 

 それでは、予定より時間が早いところではございますが、以上で準備しておりました議

題につきましては終了ということでございます。もし、全体を通じまして、何か先生方、

一言なりございましたらと思いますけれども、特によろしいでしょうか。 

 瀧澤先生。 

○瀧澤委員 評価とは全く関係ないのですけれども、よろしいですか。私、消費者行政と

の接点がほかにないものですから、 近感じていることをお話しさせていただきたいと思

うのですけれどもね。 

 コロナが長期化してきていまして、普通、感染症というのはだんだん弱毒化していくの

が通例なのですけれども、デルタ株が発生したりしていて、この先どうなるのかというの

がちょっと見通せない状況だと思うのですね。そうなると、ちょっと私の目についている、

近感じていますのが、メンタルヘルスの面です。皆さん、世界的にそうなのかもしれな

いですけれども、メンタルヘルスを傷めていらっしゃる方が非常に多くなってきている。

実際に日本の昨年の自殺者数が、メンタルだけではないと思いますけれども、いろいろな

要因があると思いますけれども、コロナの死者数のはるか何倍ですか、５倍ぐらい。 

 これから経済苦を要因としたメンタルの問題も出てくると思いますけれども、そういっ

た環境の非常に大きな変化が今ある中で、消費者行政にどういった潜在的な対応でき得る

点があるのかというのをひとつ教えていただきたい。今日でなくてもいいのですけれども、

視野を頂戴したいなというのが１つと。 

 あと、これは国民生活センターさんに向けての話ではなく、消費者庁さんに対するお願

いになるかもしれないですけれども、例えば自殺に関する具体的な方法の情報が、SNSとか、

いろいろなホームページへの書き込みが非常に活発が行われているという現状があったり、

あるいは、具体的なツールの名前を、例えばGoogle検索をすると、ばっとその情報が出て

きて、Amazonに具体的な商品の名前が出てきて、すぐ買えるような状況があるわけですね。 

 そこに、愉快犯も含めてだと思うのですけれども、使用の感想というものも実に生々し
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く書かれていて、心を痛められている方がすぐにそういう情報に達してしまう状況が、今、

発生しているので、これは表現の自由の関係で難しいと思うのですけれども、何らかの形

で規制しないと、その闇の部分がどんどん深くなっていくなと感じています。 

 すみません、国民生活センターさんの日頃の活動とは余り関係ないかもしれないですけ

れども、私自身が消費者行政とほかに接点がないものですから、このようなことを申し上

げまして、すみませんけれども、以上です。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 消費者庁だけで対応できる部分では、難しいところはございますけれども、コロナで言

いますと、消費のスタイルが、例えば巣ごもりとか、家にこもって割とネットでといった

ものが増えているというのは、コロナ禍において１つ見られるところでありますので、消

費者行政としては、まずそういったところをきちんと注意喚起などもありますし、あとは、

ネット関係の取引ですと、法整備みたいなものも進めたりしながら、そういった消費の視

点から何か影響というのを押さえられないかということで取り組んでいるところでござい

ます。 

 あとは、直接消費者ではないのですけれども、消費生活相談などの場で、かつてに比べ

ますと、ちょっといらいらされているということがあるのかもしれないのですけれども、

少し高圧的な方が増えていたり、そういった問題も実は相談の現場では聞いていたりして

いますので、逆側の相談員の方のメンタルケアといったところも少し配慮しながらという

のは、今、コロナ禍においてやっているところでございます。 

 国民生活センターさんのほうで何かございましたら。 

○国民生活センター宗林理事 宗林でございます。 

 国民生活センターの業務と即関係するというわけではないのですが、瀧澤先生のご指摘

については、正しい情報がきちんと見極められる、あるいは間違った情報に惑わされるこ

とがないということがとても大事だと思います。 

 例えば、今、ワクチンを打っていますけれども、ワクチンに対して若い人が、不妊にな

るとか、次世代への心配ということが広まっています。でも、これは全く根拠がないこと

です。正しい情報を伝えるということが１つあると思います。 

 それから、ワクチンについても、１回打っても、２回目打つまでは抗体価は上がりませ

ん。２回目打って、２週間以上しないと抗体価が上がってこないので、１回打ったからい

いわという若い人たちがいると、またそれで感染してしまうということなのですが、そこ

は厚労省の役目だと思いますけれども、デマとかSNSで広がるいろいろなことが、正しい情

報だけをきちんと耳に入れるということが大切かと思います。 

 なので、その辺り、消費者庁と国民生活センター、あるいは先生方も影響がある方々だ

と思いますので、正しい情報ということで、つい乗せられないような正しい情報を発信し

ていくということだと思います。 

 すみません、関係ない話でございましたけれども、以上でございます。 
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○瀧澤委員 どうもありがとうございます。私のほうこそ関係ない話をしてしまいまして、

申し訳ないですが、私自身も心して対処していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願

いいたします。 

○国民生活センター宗林理事 ありがとうございました。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ありがとうございます。 

 それでは、 後になりましたが、資料４ということで、今後の予定につきまして事務局

から説明させていただきます。 

○消費者庁地方協力課平島課長補佐 平島です。 

 私のほうから、今後のスケジュールについて説明させていただきます。 

 次回の第２回有識者懇談会につきましては、本日の御議論の状況を踏まえまして、ある

程度の方向性が見えましたので、できれば書面開催で進めさせていただければと思います

が、よろしいでしょうか。 

（首肯する委員あり） 

○消費者庁地方協力課平島課長補佐 本日の国民生活センターからの説明と、委員の皆様

の御意見を踏まえて、８月６日に資料１－２ 総合評定表、資料１－３ 業務実績報告書

に主務大臣の評価を記載したものを消費者庁から委員の皆様に送付させていただきます。

それで、先生方におかれましては、８月17日までに御意見をメールにて頂戴できればと思

います。委員の皆様の御意見を踏まえまして、主務大臣評価案につきまして大臣のほうに

御説明させていただければと思います。大臣への説明が終わりましたら、８月末頃をめど

に公表、後は総務省への提出という流れでございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

○消費者庁地方協力課小堀課長 ということでございまして、小堀でございますけれども、

本日予定された議題、全て終了いたしました。 

 評価だけではなくて、業務につきましても、大変ありがたいお話しいただいたところで

ございますので、評価案をお送りするとともに、業務のほうも頑張ってまいりたいと、私

どもも国民生活センターさんと協力しながら頑張っていきたいなという思いを新たにした

ような感じでございます。 

 ということでございまして、長時間にわたりまして御審議いただきまして、ありがとう

ございました。これをもちまして、本日の有識者懇談会、閉会とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


