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４．議事
（１）開会
（２）河野内閣府特命担当大臣、松本内閣府副大臣、酒井内閣府大臣政務官御挨拶
（３）調査審議テーマについて
（４）その他
（５）閉会

≪１．開会≫
○河上委員長

それ では 、時間になりました ので 、始めさせていただ きま す。

本日は皆様、お忙 しい ところ、お集まりい ただ きまして、ありがと うご ざいます。
ただいまから「第204回 消費者委員会本会議 」を 開催いたします。
本日は、所用によ りま して、蟹瀬委員が御 欠席 ということになって おり ます。

≪２．河野内閣府特命担当大臣、松本内閣府副大臣、酒井内閣府大臣政務官御挨拶≫
○河上委員長

本日 は、河野内閣府特命担当 大臣 、松本内閣府副大 臣、酒 井内閣府大臣政務官 、消

費者関係の政務三役 の先 生がお越しになって おら れます。
まずは、開会に 当たり まして、河野大臣 より御 挨拶をいただきたい と思 います。よろしく お願い
します。
○河野大臣

このた び、消費者担当となりま した 河野太郎でございま す。どうぞよろしくお願 い申

し上げます。
初めて衆議院に当 選し ましたのが1996年で ござ いまして、当選して最初 に やらせていただいたこ
とが遺伝子組み換え 食品 の表示の問題でござ いま した。当時 、自民党で余 り そんな問題をやってい
る人がいなくて 、今の外 務大臣の岸田文雄さ んと 一緒にいろいろとや らせ ていただきまして 、消費
者庁をどうする 、消費者 委員会をどうすると いう時にも、いろい ろ絡ませ ていただいたわけで ござ
います。
消費者、そして 、食品 安全担当ということ を命 ぜられまして、少 し幅が 広いなと正直思って おり
ます。先般も 、山口組の 分裂問題で国家公安 委員 長と言われてテレビ の番 組に出ましたら、山口組
の話になる前にマン ショ ンのくい打ちの問題 にな りまして、消費者担当の 大 臣としてどうなんだ と、
いきなり弾が飛んで きた り、今朝も買っ たばかり の掃除機が我が家で 壊れ て、女房から消 費者担当
大臣としてこういう のは どうなんだと、いろいろ なところから弾が来 るな と、正直びっく りしてい
るところでございま す。
日本の経済の６割 近い ところは個人消費で ござ います。アベノ ミクスを 前に進めるためにも 、消
費者の皆さんが安心 して 消費ができる状況を作っ ていかなければ、経済も 好 転をしてまいりませ ん。
そういう意味で、消 費者 委員会の皆様に寄せ られ る期待は非常に大き いと 思っております。
もともと消費者保 護法 と言っていたものを 、消 費者基本法にする時に、これはもともと議員 立法
だから議員立法で直 せと 言われて、随分い ろいろな議論をやりました 。そ の時に、消費者の 責務と
いう条文のタイトル を巡 って与野党で随分対 立を いたしまして、事業者に 責 務をかけるのは当然だ
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けれども、消費者 に責務 なんてないのではな いか 。いや、消費 者にも応分 の責任があるのでは ない
か。結局議論がまとまら なくて、消費者基本法の ６条、７条、８条だった かは、条文のタイトルで
もめるのだったら 、いっ そ条文のタイトルを なく してしまえと言って 、３ 条ぐらい条文のタイ トル
を削除して議員立法 をや ったという経験がご ざい ますが、その頃からいろ いろな角度から１つ 、こ
れをこちらの側から 見る のか、向こう側 から見る のかで、いろい ろなこと が議論になることが 多々
ございます。
同じ消費者だって 、会 社に行けばものを生 産し 、それを供給する 側です し、事業者の方も 家に帰
れば消費者であった りと いうわけで、本 来立場は 違わないはずなので すけ れども、どうし ても議論
になるとあちら側 、こち ら側といとうことに なり がちでございます。多く の方は両側の立場を 多か
れ少なかれ持ってい らっ しゃるはずでござい ます ので、そうした ことを乗 り越えて、何が この国の
ためになるのか、何がこ の 国の国民の皆様のた めに なるのかということ をし っかり御議論いただき
たいと思っておりま す。
日本はどうも東京 に一 極集中をしていると よく 言われますが、北海道か ら 沖縄まで消費者はいろ
いろなところにいる わけ で、それこそ与那 国島か ら、択捉には今 、日本人 の消費者はいないか もし
れませんけれども 、あら ゆるところに消費者 がい らっしゃるわけで 、そう いう消費者一人ひと りに
きちんとした情報の 提供 をし、また 、きちんとし た 対応をしていかなけ れば ならないわけでござい
ますので、こうい う高齢 化もし、国際化も し、あ るいは高度情報化も して いる中で、消費者 問題を
どう議論していった らい いのか、少し時代も 変わ り目にあるのかもし れま せん。
どうぞ闊達（か ったつ ）な御議論をお願 い申し 上げ、皆様から何 か御注 文があれば、どう ぞ遠慮
なく言っていただい て、しっかり対応したい と思 っておりますので 、どう ぞよろしくお願い申 し上
げます。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

消費者委員会のミ ッシ ョンを改めて指摘さ れた ような、身の引き締 まる 思いがいたしました 。
それでは、松本副 大臣 から御挨拶をいただ きた いと思います。
○松本副大臣

河野 大臣 の御下命のもとで、消費 者 行政にしっかり取り 組ん でまいりたいと思って

おります。
私は東京都議会議 員が 長かったわけでござ いま して、この国に消費者に関 わる法制度がまだ十分
でなかった時代に 、東京 都民、消費者か ら寄せら れる苦情相談窓口と いう ものを最初に立ち上 げた
自治体が東京都だっ たと 考えておりますが、いま だ に河野大臣の奥様の今朝 の御意見といいましょ
うか、こういう ものをス トレートに受ける相 談窓 口の皆さんを支援し 、こ の消費者の皆さんに 寄り
添う消費者行政でな けれ ばならぬのではない かと思っておりますので、何 な りとお申し付けをいた
だいて、御意見をお 寄せ いただきますことを お願 いをして、挨拶とい たし ます。
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。

それでは、続きま して 、酒井大臣政務官か ら御 挨拶をいただきます 。
○酒井政務官

皆様 、こ んにちは 。 今 般 、 消 費 者 問 題 の 担 当 に な り ま し た 酒 井 庸 行 で ご ざ い ま す 。
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河野大臣と松本副 大臣 からお話がございま した けれども、この委員会の 委 員の皆様におかれまし
ては、責任も重 い大変なお役目だと思ってお りま す。ぜひとも活 発な御議 論をいただきたいと 思い
ます。
私も以前はサラリ ーマ ンをやっておりまし たの で、ものを売るという立 場にいたこともありまし
た。その意味で もいろい ろな御議論をいただ きな がら、私もしっ かり勉強 させていただきたい と存
じます。消費者 行政とい うのは本当に大切な もの だと思っております ので 、率直な御意見 をいただ
けますよう、皆様に お願 いをしたいと思って おり ます。
どうぞよろしくお 願い 申し上げます。
○河上委員長

よろ しく お願いいたします。 どう もありがとうござい まし た。

消費者委員会とし ても 、今後も一層充実し た調 査審議を行っていき たい と思います。
三役の先生方は 、時間 の許す限りここにい らっ しゃるということで す。ちょうどいい機会で すの
で、現時点での問題 意識 などを聞いていただ くと いうこともできるか と思 います。

≪３．調査審議テーマについて≫
○河上委員長

それ では 、配付資料の確認に つき まして、事務局から お願 いいたします。

○丸山参事官

事務 局で ございます。

お手元の議事次第 の下 部のほうに配付資料 一覧 を記しております。
資料１といたしま して 「消費者委員会にお ける 当面の主要課題（案 ）」 。
資料２といたしま して 「消費者委員会に寄 せら れた要望書・意見書・声 明文等一覧」。
資料３といたしま して 「特定保健用食品の 表示 許可に係る答申につ いて」。
参考資料といたし まし て「委員間打合せ概 要」 となっております。
もし、不足がございまし たら、事務局のほうまでお 申し出いただきます よう、お願いいたします。
○河上委員長

それ では 、早速議事に入り たいと 思いますけれども 、本日 の議題は、消費者 委員会

における当面の主要 課題 ということでござい ます 。第４次の消費 者委員会 では、これまで 第３次消
費者委員会から第４ 次消 費者委員への留意事 項等 を踏まえまして、各委員 の 関心事項について委員
間打合せで意見交換 を行 ってまいりました。
資料１の「消費者委員 会における当面の主 要課 題（案）」というのは、委員間での意見交換 の結
果を踏まえまして 、今後 、委員会として調 査審議 を行う主要な課題と して 、候補を取りまと めた案
でございます。
本日は、今後の調 査審 議の進め方などにつ いて 、意見交換をしたい と思 います。
まずは、事務局の ほう から説明をお願いい たし ます。
○黒木事務局長

そ れで は、資料１に基づき まし て、御説明をさせて いた だきます。

当面の主要課題で ござ いますけれども、大きく ２つに分けて、本 会議の 課題、２として下 部組織
の課題ということで 分け させていただいてお りま す。２の下部組 織の課題 につきましては 、既に９
月７日の前回本会議 にお きまして、２つの 食品関 係の部会、それか ら、４ つの専門調査会を第３次
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に引き続いて維持し 、そ れを運営していくと いう ことで、御確認 をいただ いているところでご ざい
ますので、本日は１ の本 会議の課題のほうを 中心 に御説明させていた だき ます。
まず（１）とい たしま して、消費者委員会 の機 能で、自ら調査をし 、あ るいは審議をして、建議
や提言につなげてい くと いう機能がございま すが、主にそちらのテーマ にな ろうかと思いますけれ
ど も 、 建 議 及 び 提 言 ・ 意見 に 関 す る テ ー マ と し て３ つ 挙 げ て ご ざ い ま す 。消 費 者 教 育 、 そ れ か ら 、
地方消費者行政、官 民連 携という３点でござ いま す。
それから、（２ ）消費 者基本計画の検証・評価・監視です。消費 者基本 計画は昨年度新しい ５年
計画ができておりま すけ れども、その工程表等改 定 に向けた見直しが毎 年さ れていくということで
ございますので 、第１回目の見直しに向けて 、消 費者委員会としても 意見 を表明していってはどう
か。それに当たり まして は、必要に応じて 、関係 省庁からヒアリング 等を 実施してはどうかと いう
点でございます。
（３）といた しまして 、３次までの過去 の建議 のフォローアップと いう ことでございます 。消費
者委員会では、過 去、建 議という形で出した もの につきましては、ほぼ半 年後をめどにフォローア
ップをしております 。４ 次の委員会におかれ まし ても、引き続き このフォ ローアップの活動を 続け
ていただきたいとい うこ とで、具体的には「 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 」「電 子マネーに関する消 費者 問題についての建議 」「 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」と、この３点を 、年明けになりますが、２月、３月ごろにフォロ
ーアップしていただ くと いうことでどうかと いう ことでございます。
それから、そ の他の課 題といたしまして 、さま ざまな消費者政策上 の重 要課題が日々起こっ てま
いりますので、適時適切 に取り上げて、必要に応 じて意見表明あるい はフ ォローアップ等して いた
だくということでど うか という案でございま す。
私からは以上でご ざい ます。
○河上委員長

あり がと うございました。

今後の調査審議の 進め 方や、特に調査 及び検討 を行いたい項目等に つい て、御意見のあ る方がお
られましたら、発言 をお 願いしたいと思いま す。
こ れ は ス タ ー ト 時 の 計画 で す か ら 、 も ち ろ ん その 都 度 そ の 都 度 何 か し ら弾 が 飛 ん で き ま す の で 、
ほかにも対応してい かな いといけない問題と いう のはあるのですが、まず は こういう形で作業を進
めていってはどうか とい うことです。皆様から 御意 見を頂戴したいと思 いま すが、どうでしょうか。
池本委員。
○池本委員長代理

池本 でございます。

３つのテーマ、いずれも 今、重要な課題で、並行し て取り組んでいく必 要が あると思うのですが 、
特に私は地方消費者 行政 の問題は、消費 者庁と消 費者委員会がそれこ そ総 力を挙げて、自 治体に働
きかけていくという 意味 で重要だと考えてい ます 。
つまり、消費 者庁がで き、消費者行政 の活性化 交付金がそれまでの ４割 増しぐらいに財源が 入っ
て、相談窓口がで きまし た。そして、行政が消費 者に向けて被害防止 の発 信をするというとこ ろま
ではやってきたけれ ども 、それでは到底情 報は届 かないということで 、地 域連携、地域にお ける官
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民連携を進めようと いう ことなのですが 、高齢者 福祉の部門とか 、ほかの 部門ではそういう地 域で
の連携があり、そこで消 費 者行政も食い込んで いく ということまではあ る程 度議論が進んでいます
が、実は、消 費者問題で は地域で連携する先 の主 体がそもそも十分育 って いないという意味で 、地
域連携を作るための 育成 をし、連携をする という ことを、全国のい い取組 や情報を集めて、それを
発信するということ が１つあります。
それから、それ を進め る上で最もネックに なっ ているのは、予算 は４割増えたけれども、消費者
行政担当職員は全然増え ていないどころか 、この ６年間で減っている ので す。だから、本当の意味
で自治体が消費者行 政を 重視しようという政 策転 換ができていないの では ないか。だから 、そこに
対してどう働きかけ るか という根本のことを 含め て、この消費者 委員会で 議論をし、発信 をしてい
く必要があるのでは ない か。また 、消費者庁と一 緒 になって働きかけを する 必要があるのではない
かと考えています。
以上です。
○河上委員長

地方 消費 者行政の話は何度も 出て きている議論ですけ れど も、この件に関してほか

に御意見ございまし たら 、いかがでしょうか 。
樋口委員。
○樋口委員

私は信 州大 学におりましたので、地 方 の消費者行政に直接関わ る場面も多かったので

すが、現場での 感じで言 いますと、消費 者庁を中 心にしていろいろ仕 組み が整備されてきまし たけ
れども、まだこれから、特 に市町村ですが、具体的に どういう取組をして いく のかということでは 、
なかなか方向が定ま らず 、困っているところ も多 いと聞いています。
消費者行政という と、つい消費者被害のこ とだ けに目が行きがちで すけ れども、これは 緊急の課
題ではありますが 、被害 を減らすためにも 、例え ば、今、池本委 員からも お話がありましたけ れど
も、地域における 連携を 強めて、消費者教 育をし っかりしていく。あるい は、持続可能性と いうこ
ともありますけれど も、 もう少し広い視点で 取組 をしていくというこ とも 大事だと思います。
特に痛感しており ます のは、行政とい うのはつ いつかさつかさとい うこ とで、縦割りに なりがち
ですけれども、消費者庁 もいろいろ努力はさ れて いるのですけれども 、消 費者委員会でより広 い視
点で、場合によ っては政 府の外の民間との連 携で ありますとか、そういっ たところも含めて議 論を
広げていくこともと ても 大事ではないか 。官民連 携ということもテー マに なっていますが 、これら
のテーマは一体的に考えていかなければいけない部分がかなりあるのではないかと思っておりま
す。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
まずは、きちんと 実態 を調査しないといけ ない 部分もあるのかなと いう 気がいたします。
消 費 者 庁 の 話 で は 、 セン タ ー は 一 応 100％ 設 置 がで き た と 言 っ て い る の です け れ ど も 、 実 際 に は
そこに相談員がきち んと 張り付いていないの です ね。具体的には 、週に何 回 かぐらいしか行けてい
ないとか、ある いは、相 談 員そのものがいなく て職 員が兼任でそこにと きど き顔を出している程度
のところもある。その意 味では、窓口の充 実とい いますか、相談員 の育成 とその質の向上とい うの
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がかなり大事な作業 にな るのです。きち んとやっ ている自治体と 、それが うまくいっていない 自治
体というのはかなり 温度 差がありますので 、その 辺を調査して、なぜうま くいっていないのか とい
う原因を突きとめな いと いけないだろうと思 いま す。
それから、課題 も、地 域ごとによってかな り違 う。信州なら信州 の課題 というのはあるでし ょう
し、北海道はま た燃料の 何とかといういろい ろ問 題があったりして 、地域 ごとの特色ある課題も多
いので、そういう点にも 配慮して、まずは 実態調 査をして、そこで の問題 点を洗い出してみる とい
うことから作業を始 めて いく必要があるので はな いかと思います。
地方消費者行政の 話は 以上として、ほかに 何か 。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

私はこ の３ つのテーマはそれぞ れ独 立しているものでは なく て、すごく大事な連携関

係にあると思います 。
私が一番関心があ るの は消費者教育なので すけ れども、例えば その消費 者教育も、地方 行政の中
で き っ ち り 位 置 付 け て 進め て い く 必 要 が あ り ま すし 、 そ の た め に は 官 民 連携 が 必 要 と い う こ と で 、
互いに関係し合うテ ーマ だと思っています。
特に、消費者教 育は推 進法ができて、学 校とか 、高齢者被害があ るので 高齢者のための消費 者教
育は相談員協会の出 前講 座などで結構実施さ れて きましたけれども 、子育 て中とか、働い ている人
とかに行き渡ってい ない という問題があるの で、今後、その辺を、成人年齢の 引下げもありますし 、
消費者市民社会を担 うよ うな、自分の不 利益だけ ではなくて、社 会全体の ことを考えて動ける よう
な消費者を育成して いく ためには、契約 者、当事 者 になりやすい若い世 代を 中心にやっていく必要
があるかと思います 。
○河上委員長

もし 、18歳に成人年齢が下が ると いうことになると 、高校 卒業したぐらいの人 が契

約の主体になるとい うこ とですね。大学 生は皆さ んそうですから 、若年者 層の消費者問題とい うの
を少し意識して掘り 下げ て見る必要があると いう ことでしょうかね。加害 者 になる場合もあります
しね。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

ありが とう ございます。

若年層だけではな いの ですけれども、今、これ ま でちょっといわゆる消費 者委員会なり消費者行
政 が ま だ 取 り 組 め て い なか っ た １ つ の 分 野 と し て、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ゲー ム や そ の 他 も ろ も ろ 、
どんどん新しく創出 され ているサービスとい うの でしょうか、そういうも の についての課金の仕組
みや、サービスの在り方 の 仕組みみたいなもの のル ールがまだまだ足り ない のではないかと懸念す
るところがあります。特 に、グローバルに 展開さ れているもので、アメリ カ等のいろいろな影 響も
受けながら、日 本でもア プリやいろいろなも のが 提供されていますけ れど も、日本だけが 非常に独
自のルールになって いて、消費者保護がちょっ と足 りないところがある ので はないかという指摘 も、
その業界の関心を持 って いらっしゃる方々か ら出 ているようですので、少 し そこもぜひ調査してい
ただいて、消費者 教育と いうだけの取組では なく 、調査の結果 、何かルー ル作りが提言できる とい
うことであれば、そ のよ うに取り組んでいく べき ではないかと考えて いま す。
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○河上委員長

イン ター ネットは、前に 電子マネ ーの消費者問題の建 議を やって、今度フ ォローア

ップをやりますけれ ども 、それとも絡ん だ問題な ので、場合によ ってはフ ォローアップしなが ら問
題点を少し整理して 、ど ういう形で議論がで きる か、考えてみたいと 思い ます。
グローバル化する と、国外のブランドを経 由し た消費者取引につい ても 、何らかのルー ル作りが
必要なのでしょうけ れど もね。
○長田委員

国外の とい うのもあると思うの です けれども、例えばアップ ス トアで売られているよ

うなアプリについて も、欧 米でのルールと日本 での ルールが少し違って いる のではないかという指
摘もありまして 、日本の 独特なルールという のが できているというこ とも あるようですので 、その
辺はきちんと調べて いく べきだと思いますし、そ う いうルール作りは考 えて いけばいいのではない
か。そうすると、その場合、相手が国外の事業者 であ るということはある かも しれないと思います。
○河上委員長
○増田委員

増田 委員 、どうぞ。
今の件 です が、例えばアッ プルとグ ーグルとで対応が違 う。解決はするにしても その

プロセスが違うとい うこ ともありまして 、解決の 手段として、そ れがマニ ュアルとして広く行 き渡
っていないので 、解決で きない消費生活セン ター もあるのではないか と思 います。その辺 のところ
を調査するというこ とも１つ意味があると思 いま した。
それから、18歳 への引 下げに関しましては 、今 、発生している20歳ぐら いのトラブルがその まま
下におりることにな ると 思いますので、現状の被 害実態をよく調査し て、それを見据えた対処 をす
ることが必要なので はな いかと思います 。それを 教員の方々に材料と して 提供して、御理 解いただ
くということが必要 では ないかと思います。
もう一点、高齢 者に関 しましては、事業 者の方 の御協力として、最近は 事業者の方からの通 報と
いうのも増えてきて いる 状況がありますが 、その 窓口がたくさんある よう で、どこに通報 していい
かわからない。自治体に よっては受付ができ ない でいるという声が聞 こえ てきます。やは り官民連
携の在り方と、官民連携しなくてはいけない ので すよと、個人情 報の取扱 いが消費者安全法に よっ
て変わってきている とい うことを自治体職員 の方 によく理解していた だく とか、そういうことが大
変重要ではないかと 考え ています。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。よろしいです か。
鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

先ほど 、教 育のことが出てきま した ので、私もひと言 申し上 げたいと思います 。学校

での消費者教育は 、次第 に進みつつあるのだ とは 思います。ただ 、大学に 勤めている者として 、学
生を見ていますと 、大学 に入る前の段階で 、消費 者としての最低限の 注意 点やルールなどを理 解し
ている人たちがどれ ほど いるかというと、な おか なり厳しい状況です 。
この問題は、個々の学 校 の自主性に任せてお くだ けではなかなか改善 しな いのではないかと思い
ます。そういう意 味で、教育のシステムを見直し 、システムの中に より積 極的に組み込んでい くと
いうことが１つあり うる 方向かと思います。
それにも関連して 、も う１つ、指導者を どうや って育てるかという こと も重要だと思います 。学
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校において先生方の 理解 を促すこともそうで すが 、さらに、地 域において も、リーダー的な 役割を
担っていくような人 たち を育てていくこと、そし て そこと行政との連携 を図 っていくことなども考
える必要があると思 いま す。
○河上委員長
○鹿野委員

指導 者を 育てるのは結構大変 です ね。
そうで すね 。大変ではあります けれ ども、必要なことだ と思 います。

○河上委員長

大学 に来 ると、大体アパー トに住 む、賃貸借契約の 問題と 、カードも利用さ れるこ

とが多いので、カ ード取 引に最初に参入する とい うことがあります。アル バイトをし始めると 、そ
ちらのほうとの関係 でも いろんな取引に関わ ると いうことですかね。
大学に入るぐらい の手 前か、あるいは入った直 後 ぐらいにきっちりと 教え られるような体制とい
うものを考えないと いけ ないのかもしれない です ね。
○鹿野委員

ひとり 暮ら しを始めた場合、あるい は それ以外でも日常的 な取 引に関する基本的な知

識くらいは必要だと いう 点もありますが、その他 にも、例えば、大学生の 間ではひそかに、いわゆ
るマルチ取引被害な ども 少なからずあるよう です 。この場合 、自分が被害 者 になりうるだけではな
く、加害者にもな り、人 間関係が壊れていく とい うこともあるようで す。そういう点も含めて 、18
歳ぐらいまでの間に 教育 する必要があると思 いま す。
○河上委員長

これ は文 科省とも相談しなが らや らないといけないか もし れないですね。板東さん

は文科省の御出身だから ちょうどいいかも知 れな い。
樋口さん、どうぞ 。
○樋口委員

一言だ け。

高校生に向けて大学の学生を連れて出前講座ということをいろいろ実際にやった経験があるの
ですけれども、やはり高 校の中できちっと位 置付けがまだされていな いと ころがあって、家庭科の
先生の一部が協力し てく れるという程度の実 態な のです。悪い冗 談を言え ば、入学試験の 問題に出
せば、すぐばっと 広がる と言えないこともあ りま せんが、これは別 として も、やはりしっか り学校
の側にも位置付けて いた だくということで 、教育 委員会なども働きか けた のですが、なか なかこれ
は既存の仕組みの中 に入 っていくのは難しい 面も ありますので、ぜひ板東長 官にも一役買っていた
だければと思います 。
○河上委員長

大体 予定 していた時間もまい りま したので、この ぐらいに したいと思います 。建議

及び提言・意見に向けたテ ーマとして、消費者教育と 地方消費者行政、官民連携 の在り方の３つは、
全て連関していると いう 話ですけれども、差し当 た ってこれらを中心に 検討 をしていくということ
にいたします。
委員会が取り組む 課題 はほかにもたくさん あっ て、山積みして おります けれども、優先 順位を付
けながら、めりはりのき いた活動を行って 、消費 者の利益の擁護、増進の ために着実に成果を 上げ
ていきたいと思いま す。 委員の皆 様 に お か れ ま し て は 、 御 協 力 の ほ ど よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。

≪４．その他≫
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○河上委員長

続き まし て、議題に掲げ ておりま すのが、その他 の消費者 委員会に寄せられた 意見

等の概況についてと いう ことであります 。消費者 委員会では、随 時意見を 一般の方からいただ いて
いるわけですけれど も、それを、意見を 出したの に全然聞いてもらっ てい るかどうかわからないと
以前に指摘されまし て、消費者委員会として 、こ れをどう扱っている のか というのを少し見え るよ
うにということで、３か 月ぐらいに１度意見 を取 りまとめて、皆様の 前に お示ししております 。
この７月から９月 分に 関しまして、消 費者委員 会に寄せられた意見 等の 概況について、事務局か
ら報告をしていただ いて 、委員の間で若干の コメ ントを述べるという こと にしたいと思います 。
では、よろしくお 願い します。
○丸山参事官

お手 元に 配付されている資料 の中 に、資料２ということで 横 組みの資料があるかと

思います。そちらの ほう を御覧になっていた だけ ればと思います。
先ほど委員長がお っし ゃっておりましたよ うに、本年７月〜９月まで に委 員会に寄せられた要望
書・意見書・声明文の一覧となっております 。こ ちらのほう、定期 的に公 表する資料となって おり
ます。
この間、委員会のほ うに 寄せられました要望 書等 につきましては、合計 で59件となっております。
１ページ目の上のほ うの 注のところを御覧に なっ ていただければと思 いま すけれども、ただしです
が、９月１日〜30日まで 別途実施いたしまし た消 費者契約法の専門調 査会「中間取りまとめ 」、特
定商取引法専門調査 会の「中間整理」に関する意 見につきましては 、別途 整理ということでカ ウン
トしておりますので 、こ ちらの集計には含ま れて おりません。
概況のほう、ざ っとです けれども、御紹介 させてい ただきます。その 下の「＜ 取引・契約関係＞」
のところを御覧にな って いただければと思い ます 。「（消費者契 約法）」となっております。こち
らのほうは今回は７ 件と なっております。
１ページめくって いた だきまして、真ん中辺り で すが「＜取引・契約関係（ 特定商取引法）＞」、
こちらのほうにつき まし ては、34件となって おり ます。
２枚めくっていた だき まして、２枚目の裏 側で すけれども、「＜ 取引・契約関係（消契法・特商
法以外）＞」ということ で１件、こちらの ほうは クレジットカード現 金化 対策の推進というこ とで
寄せられております 。
その下でございま すけ れども、「＜ 集団的消費 者被害救済制度＞」とい うことで２件寄せら れて
ございます。
次のページ、「＜ 公益 通報者保護制度＞」とい うことで３件。
その下ですが、「＜料 金・物価関係＞」という ことで２件、これは 具体 的には、電力小売自 由化
に当たって電源構成 の表 示の義務化を求める とい ったような意見が寄 せら れております。
その下でございま すけ れども、「＜地方消 費者 行政関係＞」が２件 とい うこと。
めくっていただき まし て、「＜食品表示関 係＞」につきましては４ 件と いうこと。
最後のページです けれ ども、「＜消費者安全関 係＞」ということで２件 。これは具体的には、製
品事故関係でPL法、 製造 物責任法の改正を求 める ような意見となって おり ます。
それから、「＜そ の他 ＞」の２件となって おり ます。

9

御報告は以上です 。
○河上委員長

消費 者契 約法と特定商取引法 につ いての集中的な意見 書に 関しては、この中に数は

入っていないという 前提 ですね。数値だけ教 えて いただけますか。
○丸山参事官

具 体 的 には 、 消 費 者 契 約 法 に つ きま し て は 2,500件 程 度 、 特 定 商 取 引 法 に つ き ま し

ては４万件強となっ てお ります。
以上です。
○河上委員長

思い がけ ずたくさんの意見書 が来 て、ちょっと整 理に手間 取るというか、時間がか

かっておりますけれ ども 、ここに来ており ますの は、集中期間の意 見書と いいますか、「 中間取り
まとめ」とか「 中間整理」に対する意見以 外に、消費者契約法に対し てあ るいは特定商取引法 に対
して意見が来ている もの がここに残っている とい う状態ですね。
もう既に委員間打 合せ でも議論は若干いた しま したし、メールであらか じ め皆さんのところには
届いていますので 、御承 知かと思いますが 、何か この段階でコメント をし たほうがよいものが あり
ましたら、お願いし ます 。
トランス脂肪酸の 話は 、阿久澤先生、いか がで しょうか。
○阿久澤委員

トラ ンス 脂肪酸につきまして は、こ の委員会の食品ワー キン ググループでトランス

脂肪酸に対する考え 方に ついてまとめていま す。
その中で言及して いま すように、若年 層、特に多 くの女性が摂取する 食品の加工素材に含まれる
割合が多いようです が、企 業努力によって加工 素材 に含まれるトランス 脂肪 酸量は漸減傾向にある
ようです。引き続 き過剰摂取についての注意 、及 び、監視し続ける ことが 重要ではないかと 、考え
ております。
○河上委員長

諸外 国で は随分規制が進んで いる ということで、ただ、日 本 人の食生活でいうとま

だ安全圏にあるとい う言 われ方をしています ね。
○阿久澤委員

そう です けれども 、 油 断を し な い ほ う が い い と 、 私 個 人 的 に は そ う 考 え て い ま す 。

○河上委員長

食生 活が 変わっていますから ね。

何かほかにこの意 見の 中で。
池本委員。
○池本委員長代理

時間 も押していますから 、手 短にお話しします。

今、机上に配 付されて いる団体からの意見 とい うのは、それぞ れ論点に ついて丁寧に論拠も 示し
て記載されているも ので 、参考になるので すが、集中期間内で、先 ほど４万件とか、意見が 出たも
のの概要を、先般 、専門 調査会で配付されたもの を見たのですが、ちょっ とこれは消費者側 、事業
者側、両方気を付けなけ ればいけないことだ と思 うのですが、営 業活動を 一律に禁止するよう なも
のは反対だとか 、そもそ もこういう迷惑なも のは やめるべきだという 、百 かゼロかのような意 見が
少し傾向として強く なっ ているかなという気 がし ます。
実際には、本当 に守る べきものをどう守る かと いうことで、その ために 要件も絞るべきだし 、事
業 者 側 も 守 る べ き 人 た ちの た め に ど う 営 業 活 動 を軌 道 修 正 す る か と い う 形で 、 調 整 可 能 な と こ ろ 、
持続可能な事業活動 に向 けてどうするかとい うき め細かな議論に入ろ うと しているところで、余り
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両極端な意見の数で 競う ということにはなら ない ように、ちょっと気を付け る必要があるのかなと
思っています。
○河上委員長

あり がと うございました。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

今の点 とも 関連してひと言申し 上げ たいと思います。まだ意 見 書の内容をつぶさに見

たというわけではな いの ですが、ざっと見 ました ところ、特に特定 商取引 法、消費者契約法 に対す
る意見の中には 、どうも 内容を誤解されてい て、その誤解に基づいて 反対 意見を出されている ので
はないかと思われる よう なものも見受けられ まし た。
これを受けて、今後、もっとわかりやすく とい うか、正しい理解 が得ら れるような形で説明 をし
ていく必要があると 感じ ました。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

委員会に寄せられ た意 見書、要望書に ついては 今後とも全委員で情 報共 有をするとともに 、定期
的に委員間で意見交 換を 行う機会を作ってま いりたいと思います。
また、今月20日 と本日 午前中に消費者団体 ほか 関係団体等との意見 交換 会を開催し、今後 、当委
員会で取り上げるべ き調 査審議のテーマにつ いて 意見交換を行ったと ころ であります。今後もこう
した意見交換会を定 期的 に行っていきたいと 思い ます。
最後に、新開発食品 の調 査部会から報告があ りま すので、阿久澤部会長 から 説明をお願いします。
○阿久澤委員

それ では 、「特定保健用 食品の表 示許可に係る答申に つい て」、私から御 報告いた

します。
平成27年８月24日 に開 催した第27回新開発 食品 調査部会の議決につ いて、新開発食品調査部会設
置・運営規程第７条に基 づき、委員長の同 意を得 て、委員会の議決 とし、９月９日付で内閣総 理大
臣へ答申を行いまし た。
資料３の答申書と 、そ の裏面に書かれてお りま す別添を御覧いただ けれ ばと思います。
内閣総理大臣より 諮問 を受けて、第27回新開発 食品調査部会におい て、安全性及び効果につ いて
審議を行った結果 、特定 の保健が期待できる 旨の 表示内容につきまし て、関与成分の作用の意 味が
消費者にわかりにく く、かつ、断定的であ るとす る指摘事項がござい まし た。その指摘事項 を確認
の上、了承するこ とが部 会長に一任され、申請者 からの回答書を確認 し、特定保健用食品とし て認
めることといたしま した 。
私からの報告は以 上に なります。
○河上委員長

あり がと うございました。

これは委員長の決 裁で 確認とい う こ と に な り ま す の で 、 御 報 告 を 受 け た と い う こ と に な り ま す 。

≪５．閉会≫
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○河上委員長

本日 の議 題は以上でございま す。

本日は大変豪華な お客 様に来ていただきま して 、河野大臣、松 本副大臣 、酒井大臣政務官 、おい
でいただきまして、 まこ とにありがとうござ いま した。
御三方が御退出になら れます。本日はお 忙しい 中、御出席いただ きまし て、まことにあり がとう
ございました。
（河野大臣、松本副 大臣 、酒井政務官退室）
○河上委員長

最後 に、 事務局より今後の予 定に ついて説明をお願い いた します。

○丸山参事官

次回 の本 会議の日程、議 題につき ましては、決ま り次第委 員会のホームページ 等を

通じてお知らせいた した いと思います。
なお、明日11時を目途 に消費者庁記者会見 室に おきまして、報 道機関の 皆様を対象とする委 員長
記者会見を行います ので 、お知らせいたしま す。
さらに、この後 、委員 間打合せを開催いた しま すので、委員の皆 様にお かれましては、委 員室の
ほうに御移動をよろ しく お願いいたします。
以上です。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところ、 お集 まりいただきまして 、あ りがとうございまし た。
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