河上消費者委員会委 員長 記者会見録
（平成27年８月11日 （火 ）12:30〜13:05

於 ：消 費者庁記者会見室）

１．冒頭発言
（事務局）

それで は、時間になりましたの で、消費者委員会河上委 員長 の記者会見を始めた い

と思います。
委員長、初めによ ろし くお願いいたします 。
（河上委員長）

よ ろし くお願いいたします 。

今日は報告事項が２件 ほどございます。
第１番目は「消費 者行 政における新たな官 民連 携の在り方に関する 調査 報告」についてで、 お
手元に資料が配付さ れて いるかと思います。
本年３月24日の消 費者委員会本会議におき まし て、消費者政策にお ける 官民連携の中長期的な
方向性について検討 するためのワーキング・グル ープを設置し、この ７月 までに検討を行って き
たところでございま す。これまで計５回のワ ーキ ング・グループを開 催し て、有識者からヒア リ
ングを行うなど、詳 細な 検討を行ってまいり まし た。本日の本会議に おい て、ワーキング・グ ル
ープの座長である山 本隆 司委員から取りまと め調 査報告書についての 報告 がありまして、委員 会
においてその内容が 了承 され、公表の運びと なっ たものでございます 。
調査報告の詳細な 内容 につきましては、配 付資 料を御覧いただきた いと 思いますけれども、私
のほうから概要を簡 単に 御紹介いたします。更に 細かい問題点につい ては 、山本座長もおいで に
なっておりますので 、ま た補足的に御説明い ただ くことを考えており ます 。
そもそもワーキン グ・ グループ設置の経緯でご ざいますけれども、御承 知のように、消費者 被
害が極めて多様化、 複雑 化している中で、消 費者行政においてもその 予防 の段階、あるいは制 度
設計の段階、執行の 段階 、いろいろな段階で 、行 政だけで全てを完結 して 遂行していくことが な
かなか難しい時代に なっ ているということで 、消 費者団体等いろいろ な民 間団体の力を活用し な
がら、消費者行政の 目的である消費者権益保 護の 実現ということを遂 行し ていかざるを得ない 時
代になっているとい う認 識に立っており、行 政が 民間といろいろな形 で連 携することが必要に な
ってくる場合がある。そ ういう場合にどうい う連 携の在り方があるの か、あるべきなのか、そ の
方向性を打ち出すと いう ことが目的でありま した 。
これは、行政のス リム 化とかいろいろ言わ れて いる効率化などとは一つ 違った観点で、それ を
超えて、むしろ民間 の力 を行政に対して補完 的に 活用することによっ て、 本来目指していた公 益
目的というものがよ りよ く実現できるように連携 していくことが求め られ ている。そういう発 想
に立ったものでござ いま す。
調査報告は４部構 成と しており、最初にワ ーキ ング・グループ設置 の目 的が述べられておりま
すが、それは今、お 話し したようなことです。次 の第２のところにな りま すと、ちょっと聞き慣
れない言葉かもしれ ませ んが、
「保障行政」という考え方がございまし て、こ れを参考にしながら
考え方を整理した部 分が ございます。
「保障行政」は、2000年ごろからドイ ツ の行政法で使われる
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ようになった考え方 で、 その意味するところ は、 民間が公益のために 活動 する一定の役割を担 っ
て、行政はそのための枠 組みとなる制度を設 定し た上で、状況を見な がら 必要に応じた関与・ 支
援を行うといった考 え方 であります。これは あく まで議論の参考にな ると いうことで、そこを 出
発点としながら、い ろい ろと問題を整理していこ うということで紹介 して います。
第３のところでは 、有 識者からのヒアリン グの 結果を踏まえまして 、消 費者行政に関係する 民
間団体の現状ですと か、 あるいは各団体に期 待さ れている役割及び行 政の 支援策等について整 理
しているものでござ いま す。通常の会議以外 にも 、個別に来ていただ いて委員がヒアリングを す
る、あるいは、それ から 、事務局員が出掛け てい ってヒアリングをし た成 果が、この第３のと こ
ろに含まれておりま す。
最後にまとめとし て、 今後、官民連携を推 進し ていく中で四つある いは五つぐらいの視点が 重
要であるということ で、 最後の部分で指摘を させ ていただいておりま す。 これは一つの哲学の よ
うなものかもしれま せん けれども、第１に、 国と 地方公共団体と民間 が連 携していくという場 合
に、それぞれの持っ てい る特性を殺さないよ うに して、むしろそれぞ れの 特性を生かしていく形
で連携することが必 要な のだということで、お互 いに相手を必要以上 にコ ントロールするよう な
やり方では駄目なの では ないかということに なり ます。
第２番目は、民間 の各 主体または官民連携 のプ ロセス全体を規律す ると ともに、民間が公益 を
実現する活動ができ るよ うに、これを助成す ると いうことであります 。先 ほど委員会の中で、こ
の公益という言葉が一体 どういう意味を持っ てい るのだというような こと が若干話題になりま し
たけれども、それは いろ いろな意味合いがあ って 、どういう目的で政 策が 実現されていくかの目
的の序列の問題でも ある わけです。消費者政 策に 関して言えば、恐ら く消 費者の権利あるいは 利
益をよりよく実現し てい くということが第一 の目 的なのだろうと思い ます。ただ、それと同時に 、
社会的な利益である 環境や市場の公正、いろ いろ なものがそこに需要 とし て存在していること は
確かだろうと思いま すが 、そうした公益を実 現し ていくように、民間 の各 主体、官民連携のプ ロ
セス全体で考えていって 、助成をしていく。
さらに、第３に、 政策 決定から執行までの 全局 面を視野に入れて、 適宜「議論」の段階を設 け
ること。そこで消費 者の 意見がきちんと反映 でき るように、特に民間 の専 門知あるいは経験知が
十分に生かせる体制 を作る必要がある。ある 意味 では民主主義の一つ の在り方ということにな り
ます。
さらに、
「市場 」という ことが一つキーワー ドに なりますが、消 費者政策の 場合は必ず、事 業者
とそこで提供される 商品 の受け手である消費 者が 市場で相まみえると いう ことになります。こ の
市場の機能をきちん と考 えていくことによっ て、 この官民連携を考え てい く一つのきっかけに も
なるだろうというこ とで ございまして、その 市場を 考えてみようという こと であります。これは 、
何か特定の官庁に向 けて 一定のことを求める とい う形の従来の建議や意見 とは異なりまして、む
しろ今後の消費者政 策を 中長期的に考えてい く際 の一つの考え方とい いま すか、基本的な視点 を
ここで一緒に考えて みよ うということで作り 上げ られたものでござい ます から、必要に応じて 、
今後この報告書を踏 まえ て、よりよい官民連 携の在り方について検討 する 。場合によっては、 い
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ろいろな省庁に対し て、 例えば財政支援を求 める ということであれば 、そ の求めるときの一つ の
考え方のバックボー ンと して、こういう理論 とい いますか、枠組みも 活用 していただければ有り
難いということであ りま す。
特に適格消費者団 体に 対する経済的な支援とい うのは非常に大きな 課題 になっております。 も
ともとそういう財産 的な基盤がしっかりした もの を適格消費者団体と認定 しているのだから、 そ
ういうものに対して 支援 をするべきであると いう ことを言うのはおか しい のではないかという 考
え方もなくはないか もし れませんが、現実は それ ほど甘くはないわけ でし て、ヒアリングをし た
多くの消費者団体は本当 にぎりぎりでやっており 、その構成員のボラ ンテ ィア精神でもって何 と
か今もっているとい う状 態であります。持続 可能 な形で、こういう民 間団 体が公益の実現のた め
に活動していけるよ うに するためには、やは り公として一定の支援策を考 えなくてはいけない だ
ろうということを理 論的 に基礎付けようとい う点 もございます。
これは一応消費者政策 に限って書かれたも ので はありますけれども 、今後 いろいろなところで、
行政の中で官民連携 が問 題にならざるを得な くな ったときの一つの見 方と しては十分参考にな る
ものではないかと自 負し ておるところでござ いま す。まだまだ完全な もの ではございませんけ れ
ども、いろいろな 場面で参 考にして役立ててい ただ ければ有り難いと考 えて いるものであります。
もう一つが、消費 者契 約法専門調査会にお ける 中間取りまとめにつ いて であります。これも皆
様のお手元に冊子と して お配りされているか と思 います。これまた大 変大 部なもので、しかも、
内容も浩瀚（こうか ん）なものであります。既に 事前レクがあったと伺っ ておりますので、余 り
深く立ち入ることは いた しませんけれども、ごく 簡単に御紹介いたし ます 。
この消費者契約法 の見 直しにつきましては 、当 委員会において、平 成25年８月に理論的な分 析
として「『消費者契 約法に 関する調査作業チー ム』論点整理の報告」と いう ものを取りまとめて 、
これは本にもいたし まし た。そのほか、消費 者庁 でも、平成26年10月 に「 消費者契約法の運用 状
況に関する検討会報 告書」が取りまとめられ 、法施行後の裁判例ある いは消費生活相談事例等 に
ついて整理を行って きた ところでございます 。
そこで現れた問題 状況 を踏まえ、昨年８月 です が、内閣総理大臣か ら諮 問を受けまして、当 委
員会では同年10月に消費 者契約法専門調査会 を設 置し、法施行後の社 会経 済状況の変化への対 応
等の観点から、消費 者契 約法における契約締 結過 程及び契約条項の内 容に 係る規律等の在り方 に
ついて調査審議を行 って きたところでござい ます 。
今月７日に開催さ れた第17回の専門調査会で「 消費者委員会

消費 者契 約法専門調査会

中間

取りまとめ」というもの が取りまとめられた こと を受けまして、本日 の消 費者委員会本会議で、
その報告を山本敬三座長 からいただいたとい うこ とでございます。本 中間 取りまとめでは、専 門
調査会におけるこれ まで の審議の内容を踏ま えて 、現時点における到 達点 を整理するとともに 、
今後の検討の一定の方向 性が示されたと考え てい ただいてよいものか と思 います。
今後は、秋以降の 専門 調査会において、経 済団 体、消費者団体等か らの ヒアリングも行い、 こ
の中間取りまとめに 対す る意見を幅広く聴取 した 上で、引き続き調査 審議 を行って、検討を深 め
ていくということで ござ います。
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この中間取りまと めに は、今日本会議で報 告さ れたものばかりでは なく て、かなりの数の論 点
について、まだ詰め 切れていないものがござ いま すが、その点につい ても 記述があります。最 終
的には、この中間取 りま とめの内容に沿って 一定 の結論を得て、法律 の改 正に向けた活動が行 わ
れることを期待して いる ところでございます 。
私からの御報告は 以上 でございます。あと は御 質問の中でお答えさ せていただきます。

２．質疑応答
（事務局）

それで は、質疑応答に移りたい と思 います。御質問のあ る方 は挙手をいただけま す

でしょうか。
（問）

最初の官民 連携 の中で最後のほうの部分 になるのですけれど も、 適格消費者団体への 補

助ということで、先 ほど 委員長もおっしゃい まし た一定の支援策とい うこ とで、ここでは団体 財
源も考慮することが必要 だということで、財 政補 助が一つあって、そ れにちょっと限界がある な
らば、団体の収益的 な活 動をできるだけ広く 認め るという、これは消 費者委員会の意見という こ
とでしょうか。
（答）

これは、こ のワ ーキング・グループの中 でこういう方法もあ り得 るということで意見 と

して出ているもので 、消 費者委員会としてか くあ るべしと積極的に述 べる というところまで踏 み
込んでいるものでは あり ません。ただ、どう も事 業活動については、余り 営利活動と紛らわし い
ようなことはさせな いと いうことから、非常 に厳 格に事業活動の内容等が 決められていること は
事実でありまして、 消費 者団体が活動すると きに必要以上に遠慮して いる ところがあるような気
がするのです。です から 、収支相償であれば 、そ こはやって構わない とい う前提だろうと思わ れ
ますので、そういう 方法 だってあるでしょう とい うことです。
（問）

わかりまし た。

もう一つ、この報 告書 の取りまとめの最初 に色のついている４番目のと ころがありますね。 今
のところ、中長期的 な指 針の中で右側の上に 「適 度な規律とともにす る助 成」ということで書 い
てあります。そこの２番 目に「中立性・非党 派性 」という、この「非 党派 性」というのがちょ っ
とわかりにくかった ので すが、どんなイメー ジな のでしょうか。
（答）

特にこれは 余り 具体的に何々党とか いう 話ではなくて、中立 性と ほぼ同じような意味で

あります。一定の政 治的 なイデオロギーとか 、そ ういうものと結びつ く必 要はないだろうとい う
ようなことも含めて おり ますし、それ以外の党派 ということもあり得 るか と思いますけれども 、
基本的に中立性とい うふ うに考えていただい てい いかと思います。
何か引っ掛かるこ とがありますか。
（問）

「党派性」自体 がどういうイメージ を持 たれているのか、そ れに 対する「非党派性」 と

いうことを条件とし てい らっしゃるので 、要するに「党派性」自体がよくわ か らなかったのです。
昔言っているような「党 派性」なのか。
（答）

そういう具 体的 なものではございま せん。

（問）

具体的なも ので はなくて、中立性と か公 平性ということをイ メー ジされていらっしゃ る
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ということなのです ね。
（答）

はい。

（事務局）
（問）

ほかに ござ いますでしょうか。

私も官民連 携に 関してのものなので すけ れども、まず認識と して 、消費者団体の厳し い

現状があるというお 話で 、また、さらに、消 費者 被害が極めて多様化 して いるというところで 言
いますと、現状認識とし ては、やはり消費者 の権 益を守るのがかなり厳し い状況になっている と
いうような認識でよ ろし いのでしょうか。
（答）

この報告書 につ いては、誤解された くな いのですけれども、 消費 者団体を経済的に大 変

だから助けてやれと いう 趣旨の報告書と狭く とっ ていただきたくない ので す。ただ、現状認識 の
問題として言うと、今の 消費者団体の方々、 特に 適格消費者団体の経 済的 な状況は極めて大変 で
す。来年に集団訴訟 など の手続が施行される こと になりますけれども 、そ の時に実際に手続を や
っていくだけの経済 的な 基盤が本当にあるか どう かという辺りになる と、 結構難しいのではな い
かと思われる点が少 なく ありません。これが十分 でないとなると、せ っか くの制度が現実には使
われないで終わると いう ようなこともあるわ けで す。ですから、そ の制度が うまく動くためには 、
やはり基金とか何ら かの 形で、その訴訟手続 の中でかかる費用等につ いて の支援策というもの を
組み込んでおかない と、 持続的にこれをやっ てい くことは難しいので はな いかという認識は持 っ
ております。
（問） そうした中 での官 民連携ということも ある と思うのですけれど も、全 国的な事例として、
こうした中で官民連 携を してうまくいってい るよ うなケースとか、モ デル になるような事例と い
うのはあったりする もの なのでしょうか。も しあ れば教えていただけ れば と思います。
（答）

これはヒア リン グをしていく中でい ろい ろな試みがありまし て、 うまくやろうとして 、

成功しているかどう かわ かりませんけれども 、例 えば民間の方々が、 この本の中の10ページ、 市
川市の例ですね。市 川市 で平成17年度から、 市民 団体の支援制度とい うの で、税金のうちの１％
を自ら選択した市民 団体 の支援に充てられる とい う仕掛けを作って、 団体 に対して市からの補 助
金としてそれを支出 する ようにした。いわば 市民 の応援を得た一定の 市民 団体が経済的な資金 を
得て、それを活動に つな げていく、そういっ た活 動が市民にPRされて 、み んながそれに関心を 持
っていくというよう なこ とをやったそうです。残 念ながらこれは今年 度で 終わるということな の
ですが、こういう仕 掛け もあるわけです。
本来は国が税金を 投入 してやらないといけ ない ものが結構あるはず なの ですが、それでもや は
り財源難でどうしよ うも ないという場合や 、税金を 直接投入するのはど うも といった場合等には、
こういう方法もあり 得る。いろいろな方法が ある ので、もっと知恵を 出し て、やはり団体の活 動
を持続的にできるよ うに 支援するということ を積 極的に考えてもらっ ては どうか。また、意欲 の
ある消費者団体とか中間 団体はたくさんある ので す。ところが、それ がう まく連携できていな い
ということがござい ます ので、その連携のた めの 場とか、あるいは情 報の 調整といったような 、
これは官でないとで きな いこともございます から 、それをしっかりや るこ とによって消費者行 政
を充実させるという 方向 を考える。
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必ずコスト的にこ ちら のほうが安くつくな どと いうことはあり得な いか もしれません。逆に、
いろいろなことをや って いくとコスト的には 高い かもしれないのです が、 しかし、国がなす消 費
者政策というものの 結果 に関しては、そのレ ベルが絶対に上がると思 いま す。ですから、その意
味でも、官民連携と いう 言葉を使って、単に スリ ム化とか効率化だけ を実 施するようなやり方 で
はなくて、更にそれ を超 えて結果を充実させ る方 向でやっていただき たい ということを主張と し
て込めているもので あり ます。

（事務局）

そのほ かご ざいますか。

どうぞ。
（問）

官民連携の ほう でお伺いしたいので すが 、中長期的な指針として は示されているので す

が、一応来年度の予 算措 置等を念頭に置いて 、今 日の時期、この夏の 時期 に出されたというの も
あるのでしょうか。
（答）

それはない です 。結果的に及んだら うれ しいということです けれ ども、これを読んでい

ただいて、こういう 考え 方を前提にしたとき に、 消費者団体に対する 何ら かの形での仕掛けを作
って経済的な支援を する、そのための予算が要る のだということを本 気で 考えてくださる官庁 が
あれば、それはそれ で大 変うれしいことです。
なかなか具体的な 知恵 出しができなかった ので すけれども、しかし 、官 民連携は必要だとい う
ことは皆さんおっし ゃっ ているので、それな らそれにふさわしいだけ の責 任と、その経済支援 に
対する行動をとって いた だければ有り難いと いう ことであり、予算措 置に 結びつけば、それは望
外の喜びではありま す。
（問）

あと、消費 者契 約法のほうで、昨日 の事 前レクで聞けなかっ たのですが、この中間取 り

まとめに関してパブ コメ をする予定というの は特 にないのでしょうか 。
（答）

パブコメは 、最 終的にはどこかでや った ほうがいい気はする ので すけれども、さまざ ま

な考え方があります 。ま ず、まだ中間取りま とめ の段階ですので、秋 以降 の専門調査会でヒア リ
ングが行われるとい うこ とで業界等々の意見 聴取 をすることを予定し てお りますし、それから 、
消費者委員会にはも う既 に、この中間取りま とめ 案等々に関してかな りの 数のもっと頑張れと い
う意見書なども来て おり ます。ですから、少 なく とも現時点では、パ ブコ メの形で意見を聴取 す
るということは考え てお りません。恐らく全 体が 終わって、あるいは 法改 正に向けた一定のこ と
が行われるようにな った 段階では、場合によ って はパブコメというの があ るのかもしれません け
れども、今の段階で は考 えておりません。
（問）

最終報告の めど というのは何かある ので しょうか。

（答）

消費者基本 計画 の中で年度が一つの めど になっていますので 、今 年度内に答申が出ると

いうことが目標には なろ うかと思います。
個人的には一日も 早く と思っておりまして 、来 年の通常国会辺りに 法案 が出せたら、それは い
いなと思っておりま す。第３次の委員長とし ての 遺言みたいなもので すけ れども、しかし、そ う
いうことになるよう 期待 しております。
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（問）

来年の通常 国会 だと、年内にまとめ てお かないとなかなか難 しい ような気がするので す

けれども、その辺が とい うことですか。
（答）

その辺は考 えて いただかないといけ ない かもしれません。で も、集中的にやっていく に

しても相当論点があ りま すので、余り無理を して 強引な審議をすると いう ようなことをすると 、
拙速になる可能性も あり ますから、そこはな いよ うに、やはりいろい ろな 方の意見を聞いてや っ
ていくということだ ろう と思います。これは次の 委員会の問題ですね 。
（事務局）

そのほ かご ざいますでしょうか 。

どうぞ。
（問）

すごく基本 的な ことで大変恐縮なの です けれども、官民連携のほ うの中長期的な指針 の

「中長期」とは、ど のぐ らいのスパンのこと を考 えていらっしゃるの です か。
（答）

少なくとも 、我 々消費者委員会は２ 年ご とに改選されていて 、自 分の目の前にさまざ ま

な課題が次から次へ と出 てまいります。実は消費 者委員会というのは もっ と基本的なところで、
国の消費者政策全体 を考 えていくというよう な役 割もあるのだろうと いうことを前々から感じ て
おりまして、前陣速 攻で撃ち返していくとい うだ けではなくて、中長 期的にこれからの方向性と
いうものもある程度 考え ていく必要があるだ ろう と考えておりました。100年、200年とは言い ま
せんけれども、５年、10年先の消費者政策の在り 方ということは考え てい く必要があるだろう と
いうことです。「中 長期」というのは人によ って いろいろかもしれま せん が、私は５年、10年 ぐ
らいを考えておりま した 。
（事務局）
（問）

ほか、 どう でしょうか。

消費者契約 法な のですが、私も昨日事前 レクに出られなかっ たの ですけれども、今度 、

ヒアリングをされる とお っしゃっていました が、業 界団体というのはも う決 まっているのですか。
（答）

いえ。

（問）

これからで すね 。

（答）

これは次の 第４ 次の仕事ですね。

（問）

そうですか 。ち ょっと基本的なとこ ろで 、消費者契約法がで きる 前に、消費者概念をも

っと広げるべきだと か、 消費者契約の中にも っと 含めるべきだという こと の中で、フランチャ イ
ズチェーンの契約で ある とか、マンションの 管理 組合の契約であると か、いろいろ議論になっ た
と思うのですが、今 回の 報告書中間取りまと めの 中では、そういう具 体的 な例としては載って い
なくて、「実質的に は消 費者契約とみるべき場合 に関しては、法を適 用す ることを可能とする 観
点から、法を改正し て『 消費者』概念を拡張 する ことも考えられる」 とい うことが書いてある わ
けですね。そうする と、今後のヒアリングの 中で どういう団体を置く かとか、あるいはどうい う
ヒアリングの対象者 を置 くかによって、もっ と具 体的になっていくと いう こととして考えてい い
のでしょうか。
（答）

この報告書 の４ ページを見ていただ きま すと、消費者概念の在り 方について整理して い

るところがございま して 、第７回の専門調査 会で五つの類型に区分し た形 で問題が提示されて い
ます。事業者性を基 礎付ける事情が当該契約 以外 にないとか、事業の 実体 がないとか、幾つか の
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パターンのものが挙 がっ ておりまして、事業 者的 な消費者であるとか 、消 費者的な事業者とか 、
いろいろな人たちの 例を 想定した議論を資料 で検 討した経緯がござい ます 。その中で比較的問 題
になりそうなのは団 体でありまして、団体が 実質 的には消費者の集ま りで ある場合について、 権
利能力なき社団とい うよ うなものについて果 たし てどう考えていくか。ほ かのパターンのもの に
ついては比較的解釈 でもいけそうなのだけれ ども 、文言として、ここ の部 分については事業者 の
ほうに持っていって しま いかねないような部 分が あるので、この部分 につ いて少し法的な書き 込
みをする必要がある ので はないかというとこ ろま では議論が進んでい ます 。
ただ、更にそこの 切り 分けをどのようにす るか という細かい詰めに なる と、いろいろな意見 が
あるので、まだ詰め 切れていない。ですから 、ち ょっと曖昧になって いる部分はあるのですけ れ
ども、確実に前に議 論が進んでおりまして、 最後 のところの詰めをも う少 しやらないといけま せ
んねということにな って いると理解いただけ れば有り難いと思います 。
（事務局）

ほかはよろ しいでしょうか。

それでは、これを もち まして、河上委員長 の記 者会見を終わらせて いた だきたいと思います 。
どうもありがとう ござ います。
（河上委員長）

ど うも ありがとうございま した 。
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