河上消費者委員会委 員長 記者会見録
（平成27年１月20日 （火 ）19:30～19:49

於 ：消 費者庁記者会見室）

１．冒頭発言
（事務局）

おく れて恐 縮です。ただいま から、河上消費者委員会委 員長 の定例記者会見を開 始さ

せていただきます。
では、お願いいた しま す。
（河上委員長）

ど うも 、明けま し て お め で と う ご ざ い ま す 。 今 年 も よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

今日は本年初めて の消 費者委員会本会議を 開催 いたしました。本日の委 員会では、新た に消費者
問題を担当されるこ とに なった山口大臣、それか ら、平副大臣 、松本政務 官にお越しいただき まし
て、御挨拶をいた だきま した。消費者委員 会とし ても、また気持ち を新た に頑張らねばと考え たと
ころでございます。
昨 年 は 、 正 直 言 っ て 非常 に 気 ぜ わ し い １ 年 間 であ り ま し た 。 最 近 の 消 費者 問 題 は 極 め て 多 様 で 、
しかも複合的なもの であ りますし、広範 囲に発生 しているということ がご ざいますので、消費者委
員会の果たすべき役 割は ますます重要度を増 して いると痛感しており ます 。委員会として は、今後
ともアンテナを研ぎ 澄ま して、さまざまな問題に 対 して適切に対処でき るよ う頑張っていきたいと
考えているところで ござ います。
皆様から温かい御 理解 と御協力を頂戴でき れば と思います。よろし くお 願いいたします。
今日御報告すべき ことの１つは特定商取引 法の 専門調査会の設置で あり ます。
本日の本会議にお きま して、特定商取 引法専門 調査会の設置を決定 いた しました。御承 知のよう
に、特定商取引 法は平成20年の改正法附則の中 で、改正法の施行後５年 を経 過した場合において 見
直しのための検討を 行う とされております 。これ を踏まえまして 、消費者 庁においては昨年の ２月
から７月にかけて 、特商 法関連の消費者被害 の実 態把握等を行うため の検 討会が開催され 、８月に
その検討結果が取り まと められた。その報告 書が 公表されているとこ ろで あります。
こうした中で 、本日付 で内閣総理大臣から 当委 員会に対して、特定商取 引法の規律のあり方 を検
討することを内容と する諮問がありました 。そこ で今後は、本日 設置した 特定商取引法専門調 査会
において、この諮問 内容 についての検討に当 たり たいと考えておりま す。
これが特商法関連 につ いての御報告であり ます 。
それから、皆 様のお手 元に当面の主要課題 が配 付されているかと思 いま す。本日は本年 最初の消
費者委員会の本会議 とい うこともありました ので 、今後の調査審 議の方針 となります、消 費者委員
会における当面の主 要な 課題についての意見 交換 を行い、確認を致し まし た。
お手元にある資料 は、第３次消費者委員会 で行 ってきた意見表明 、ある いは各委員の関心事 項等
について、これまで何度 か 委員間打ち合わせで 意見 交換を行ってきた結 果を 踏まえて取りまとめた
も の で あ り ま す 。 こ れ で全 て 尽 く さ れ て い る わ けで は ご ざ い ま せ ん け れ ども 、 本 日 の 本 会 議 で は 、
建議及び提言・意 見に向 けたテーマとして 、第１ 番目が消費者の安全 の問 題、第２番目がイ ンター
ネット取引という、２つ の分野を中心に検討 をし て、将来、建議・提言等 に結びつけたいとい うこ
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とで意見を確認した とこ ろであります。
そのほか、下 部委員会 がございますけれど も、既に動いております 消費 者契約法の専門調査 会の
意見の取りまとめ、それ から、今日立ち 上がりま した新しい特商法に つい ての専門調査会での 審議
といったところもか なり 重い課題になります 。
さらに言いますと 、消 費者基本計画が現在 策定 されている最中であ りま して、これはこ れから５
年間の消費者政策の言っ てみれば大きな青写 真と いうことになります ので、ここでピンどめをして
おくべきものはたく さん あるだろうと思いま すの で、この辺についても今 後しっかりと検討をして
いかなければと考え てお ります。
委員会が取り組む べき 課題は、この表を見て もお わかりのように、非常 にた くさんございますし、
これに尽くされない 部分 もございます。山積して いるということです けれ ども、めり張り をつけな
がら、やれること を１つ ずつきちんとやって いく ということで、委 員・事務局職員一同、強 い使命
感を持って取り組ん でま いりますので、御支援・御 協力のほどをよろし くお 願いしたいと思いま す。
私からは以上でご ざい ます。

２．質疑応答
（事務局）

それで は、 質疑応答に 移 り ま す 。 マ イ ク に 向 か っ て 御 発 言 い た だ け ま す で し ょ う か 。

（河上委員長）
（問）

ど うぞ 。

特商法の 専門調 査会ですけれども 、今の ところ、どれぐら いの議 論のペースで、ど れぐら

いまでに結論を出し たい とお考えなのか。あと、議論の焦点で、ど ういっ た点を議論してほし いの
か。具体的な点があ れば 教えていただければ と思 います。
（答）

今日諮問 を受け た段階ですので、この後 、専門委員を任命 して、消費者庁の協力をい ただ

きながら審議を始め てい くということになり ます 。できましたら 、２月中 に は審議を開催したいと
思います。
それから、いつ までに 結論を出すかですが 、ま だ未定です。でき るだけ 速やかに答申に結び つけ
たいとは思っており ます けれども、具体 的なスケ ジュールは今後 、専門調 査会の中でさらにプ ロセ
スを検討して、た しか大 臣のお話でも、期 限を区 切らずにというお話 があ ったかと思いますが 、で
きるだけ速やかに答 申に 向けた検討をやって いき たいと思っておりま す。
どんなことがテー マに なるかですけれども 、検 討会が既にあって 、報告 書等でいろいろな論 点が
示されております 。です から、報告書等に 示され た課題は、これを 踏まえ てやっていかないと いけ
ないなと思っており ます。また、御承 知のように 、消費者委員会もこれ まで 幾つか特商法に関連し
ては意見を発出して おり まして、その部 分につい て改善を求めている もの があります。消 費者庁に
検討を求めたところ 、ブ ーメランのように戻 って きてしまっている部 分もありますので、それはそ
れで消費者委員会と して も検討することにな ろう かと思います。
消費者庁の報告書 に示 された課題というの は、通 信販売に対する、誇大 広告 に対する規制の問題。
それから、特商法 の規制 範囲で、例えばア ポイン トメントセールスと いっ たものとか、美容 医療と
いったもので、こ ういっ たものを規制範囲の 中に 入れるべきではない かと いう点。さらに 、執行上
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の課題への対応とい った 、執行上の権限 の強化と いったことも話題に なっ ています。消費 者委員会
からもいろいろな議 論が 出たことは御承知の とお りでございます。
それらについて 、今後 、これはあくまで専門 調査 会の中で具体的な審 議を していただくことです
から、余りこちらから、こ れをやってくれとい うふ うには、今は申し上げるこ とはできませんので 、
調査会の先生方の御 意見 も踏まえながら一緒 に考 えていきたいと思い ます 。
よろしいでしょう か。
（問）

以前 、指定権利 制の撤廃をめぐって かな り議論があって、消費者 庁と意見も対立した とい

う経緯があったかと 思う のですが、その辺も 当然 、議論になってはく るの でしょうか。
（答）

ブーメラン のよ うに。

（問）

わかりまし た。

（事務局）

次の質 問はよろしいでしょうか 。で は、どうぞ。

（問）

第３期の消 費者 委員会の任期は、今 年８ 月までですね。

（答）

そうです。

（問）

そうすると 、特 商法の検討は期をま たい でということになる ので しょうか。

（答）

そこはわ からな いです。速やかに やりた いとは思っておりま すけ れども、余り期限 を区切

ってしまうと拙速に 終わ ってしまう可能性も あり ますから、十分な議論は し ていただく必要があり
ますので、場合 によって は中間取りまとめを やっ て、次の委員会 のもとで 継続していただくこ とも
必要になるかもしれ ませ ん。
（問）

消費者契 約法の ほうは、これは今 期の委 員会のほうで一応 、一定 のめどをつけたいと 以前

におっしゃっていた と思 うのですけれども、 それ はお変わりないです か。
（答）

はい。変わ りま せん。

（問）

あと別 件で、こ れ は消費者委員会とい うよ りは内閣官房全体の 話で 出てきたことですけれ

ども、まだ話は揺 れてい るように伺うのです が、自民党の総務会で了 承し た案として、消費 者委員
会は今の内閣府の審 議会 という位置づけでは なく、消費者庁の一組織と する という案が自民党のほ
う で は 了 承 さ れ て お っ て、 そ れ が ま だ い ろ い ろ 案が 揺 れ て い る と い う ふ うに 聞 く の で す け れ ど も 、
委員長はこの一連のてん 末をどのようにごら んに なっていらっしゃい ます か。
（答）

もちろん、問題 状況は把握しており ます 。内閣官房、それから、内閣府の業務の見直 しと

いうことが、現 在、内閣 官 房で次期通常国会へ の関 連法案の提出に向け て慎 重に準備を進めている
と認識しております 。
ただ、本件につ いては内閣官房を中心に 、自民 党、公明党の与党 の中で 相談をしながら検討 を行
っておられるところ と聞 いておりまして、慎 重な 検討が行われているもの と認識しております 。
したがいまして 、今の 段階で、消費者 委員会と して特にコメントは 差し 控えたいということ は本
会議でも申し上げた とお りです。
（事務局）
（問）

ほかに 質問 はよろしいですか。 どう ぞ。

先ほどの 特商法 の関係なのですけれ ども 、委員長のお話で すと、昨年８月に消費者庁 のほ

うで検討結果につい ての 報告書が出た。その論点 というのは、そ の報告書 の中で指摘されてい る部
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分というものが、あ る種 、前提になると理解 して いいですか。
（答）

いや 、前提にな るということはなく て、むしろこれからつく られ る専門調査会の中で 論点

を確認していくこと にな りますが、その ときの大 きな判断材料といい ます か、参考資料と なると思
います。消費者 庁の協力 も得ながら資料を出 して いきますので、そこで出 てきた論点というも のは
出てくることが予想 され るということですが 、そ れに限られないとい うこ とです。
（問）

いろいろ 提案が ありましたけれども 、規 制に入れろとか、たしか 美容医療の点につい ても

あったと思います 。特定 継続役務だと思うの です けれども、それ を例えば 指定制度自体を廃止 する
とか、そういうものは、あ る種、一歩踏み込んだもの だと思うのですが、そうい うものについても、
報告書だけではなく て、 専門調査会の中で意 見が あった場合はという こと ですね。
（答）

そうです 。先ほ ど申し上げた中でも 、や はり規制対象の拡張 が必 要かどうかも当然議 論に

なるだろうと思いま す。それから、効果の面もそうで すし、検討すべき点はかな りあると思います。
一方で、消費 者契約法の検討作業が走って おり まして、消費者 契約法に ついての論点と一部 オー
バーラップする部分 が出 てくる可能性があり ます。ですから 、問題を特商 法 で受けたほうがいいの
か。それとも 、消費者契 約 法に一般化して議論 した ほうがいいのかとい うよ うな仕分けが若干必要
になりますし、場合によ っては両方に書いて 、特商法ならではの追加 的な オプションをつけて いく
というやり方もあるだろ うと思います。そこはそ れ ぞれの専門調査会で の議 論を積み重ねながら確
定していくことにな ろう かと思います。
（問）

わかりまし た。

もう一つが、今日の本 会議は傍聴できなか った のですが、ペーパーの一 番最初にある「（１）建
議及び提言・意見 」の中 の（現時点における 主な 関心テーマ）の中で「消 費者の安全」という もの
があります。それで 、下 のほうの（３）の 建議の フォローアップの中 に「 教育・保育施設等に おけ
る事故情報の収集及 び活 用に関する建議」のフォ ローアップ、６月 ごろを 予定とあって、消 費者の
安全についての関心 テー マというものは、本 会議 の中ではどんなもの が出 たのでしょうか。
（答）

現時点で はまだ 具体的に固まってい ない のです。ただ 、この安全 というものも漠とし てい

ますので、できるだ け早 目に具体的な形に絞 り込 みたいと思っており ます 。
子供の安全の話は 前回 出ましたし、そ れ以外の安全のことも少しず つ見 ているところです 。食品
の安全の問題であっ たり、特に車のエアバッグ の事 件が出てきたり、さま ざま な問題がありました。
ですので、現時点 で消費 者委員会が、どう いう安 全の問題に対して 、どう いう建議を出せば一 番効
果的かというものを 、今 、探っているところ です 。
これまでの意見表 明が取引のほうに重点が あっ たこともあって、消費者 委 員会は安全の問題に取
り組んでいないので はな いかと言われたこと があ るのですが、そ うではな くて、いろいろ 見ていた
ものですから、そろ そろ 提言か建議に向けて 何か 言えることをまとめ ようと議論しております 。
（事務局）
（問）

ほかは よろ しいでしょうか。で は、 どうぞ。

昨年の 12月に議 論された機能性表示 食品の件なのですけれど も、消費者庁のほうから 機能

性表示食品に係る届出に関するガイドライン案の概要が先週の水曜日に明示されたと思うのです
けれども、これにつ いて コメントをいただき たい のです。
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（答）

その部分に つい てはこれからの問題 です ので、もうちょっと 待っ てください。

（問）

わかりまし た。 ありがとうございま す。

（事務局）

よろし いで しょうか。

それでは、これで 終わりにしたいと思いま す。 どうもありがとうご ざい ました。
（河上委員長）

ど うも ありがとうございま した 。またよろしくお願 いい たします。
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