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≪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。

皆様、お忙しいと ころ を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「消 費者 委員会第219回本会議 」を 開催いたします。
本日は、鹿野委員が所 用によりまして、途 中で御退席になります。
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

お手 元の 議事次第の下部のほ うに 配付資料一覧を記載して おります。

資料１−１から資 料１ −４までが「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」
の対応関連資料。
資料２−１が、シ ニア ライフ情報センター 説明 資料。
資料２−２が、身 元保 証等生活サポート事 業に 関する相談について （東 京都説明資料）とな っ
ております。
不足の資料がござ 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、よろしくお願 い
いたします。

≪２．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の実施報告について≫
○河上委員長

それ では 、早速始めさせてい ただ きますが、本日の議 題は 「商業施設内の遊戯 施

設における消費者安 全に 関する建議の実施報 告に ついて」であります 。
当委員会では、昨 年の ８月に「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」を 取
りまとめ、経済産業 大臣 及び消費者担当大臣 に発 出いたしました。
この建議では、事 故情 報の収集及び活用、専ら 経済産業省が所管す る商 業施設内の遊戯施設 を
除く遊戯施設への安 全対 応及び関係行政機関 への 情報提供並びに消費 者へ の注意喚起について 、
その対応を求めてお りま す。本日はこの建議 に対 する対応について、 その 実施状況の報告を聴 取
したいと思います。
消費者庁、経済産 業省 におかれましては、 お忙 しいところを御出席 いた だきまして、誠にあ り
がとうございます。
それでは、消費者 庁、 経済産業省の順で、 それ ぞれ15分程度で御説 明を お願いしたいと思い ま
す。よろしくお願い いた します。
○消費者庁尾原消費者安 全課長

消費者庁消 費者 安全課でございます 。

お手元、資料１− ２の 消費者庁提出資料で 説明 をさせていただきま す。
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資料１−２「消費 者委 員会の建議に対する 実施 状況の報告」概要で ござ います。
消費者庁に対して は、 ３つほど建議をいた だい ておるかと思います 。
１番目が建議事項 １で 、商業施設内の遊戯 施設 の事故発生を踏まえ 、経 済産業省において消 費
者安全の観点から適 切に 業振興に取り組まれ るよ う、消費者庁が経済 産業 省と調整すること。
２番目が建議事項 ４で ございます。商業施 設内 の遊戯施設を除く遊 戯施 設においても事故防 止
を図るため、当該施 設に 係る事故情報の収集 ・活 用が適切に行われる よう 、関係行政機関と調 整
すること。
３番目が建議事項 ５で ございます。収集し た事 故情報を、商業施設 以外 の施設も含め、遊戯 施
設を設置している事 業を 所管する関係行政機 関に 提供すること。また 、消 費者に対して適時適 切
に注意喚起を実施す るこ とでございます。
消費者庁の実施状 況で ございます。
建議事項１に対す る実 施状況でございます けれ ども、経済産業省と 随時 調整を行い、同省に お
いて商業施設内の遊 戯施 設の安全確保に関す る指 針の策定状況が進ん でい ることを確認してお り
ます。
また、事前に事務 局か らいただいている御 質問 事項で、具体的にど のよ うな調整を行ったの か
をいただいておるか と思 います。それにつき まし ては、不定期に電話 、メ ール、打合せを行い 、
最大限前向きに取り 組ん でいただくよう消費 者庁 から依頼をしておる とこ ろでございます。
２つ目、遊戯施設 につ いての事故情報の収 集・ 活用及び関係行政機 関との調整でございます け
れども、関係省庁間 の連 絡会議を開催すると とも に、関係省庁へ通知 を発 出し、遊戯施設に関 す
る事故情報の収集・ 活用 を推進することを要 請い たしております。
その要請内容でご ざい ますけれども、お手 元の 資料、２ページでご ざい ます。
２月10日付けで各 省庁 の消費者行政担当課 長宛 てに要請した内容で 「遊 戯施設における消費 者
安全について（依頼）」と いうことで、中ほど「事 故 情報の収集・活用につ い て」というところで
ございます。
事故情報につきま して 、２月10日付けで消 費者 向け注意喚起も含め て、 収集した事故情報を 分
析し、それを注意喚 起も 含めて公表したわけ でご ざいますけれども、 あわ せて、遊戯施設の事 故
情報に関するガイド ライ ン等の一覧ですとか 、遊 戯施設に関する事故 情報 が記載されているウェ
ブサイトの一覧、ま た、併せて関係団体に周 知し て、遊戯施設の事故 防止 に活用いただくよう 要
請をしたところでご ざい ます。
また、必要に応じ まし て、事業者及び事業 者団 体及び所管省庁が事 故情 報を共有し、再発防 止
の取組を推進いただ くよ う依頼をしたところ でご ざいます。
また、関係省庁に おき まして、消費者事故 情報 を入手した場合は、 消費 者安全法に基づいて 、
消費者庁へ通知いた だく よう要請をしたとこ ろで ございます。
事務局から事前に いた だいております質問 事項 でございますけれど も、 では、具体的にどの よ
うな関係省庁と確認 をし たのか、また、関係 省庁 は具体的にどのよう な団 体と事故情報の収集 ・
活用をする予定なの か御 説明いただきたいと いう 御質問をいただいて おり ます。
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まず、関係省庁に 対し て、どのような収集 ・活 用を図ってきたのか を確 認した結果でござい ま
すけれども、例えば 学校 事故であれば、スポ ーツ 振興センターを通じ まし て、学校における事 故
の情報収集を行って いる ことですとか、厚生 労働 省では、児童福祉施 設に おける事故情報の収 集
を、自治体を通じて 行う ことを確認しており ます 。
また、どのような 団体 と事故情報の収集・ 活用 をする予定なのかと いう ところでございます け
れども、関係省 庁からは 、自治体への要請だけ では なくて約30の業界団 体、例 えば小売であれば、
日本ショッピングセ ンタ ー協会、ホテル関係 であ れば、全国旅館ホテ ル生 活衛生同業組合等、 関
係団体に情報提供を して いるところでござい ます 。引き続き、事故の 動向 を踏まえて関係省庁 が
綿密に連携し、更な る対 応に向けて検討する 予定 でございます。
建議事項５、今後 の取 組です。これまでも 関係 省庁連絡会議をして きた わけでございますけ れ
ども、今後のところ でご ざいますが、引き続 き、 我々としては関係省 庁と 連携して取り組んで ま
いりたいと思ってお りま す。関係省庁でこう いう 連絡会議を開催した ので、また今後必要に応 じ
て適宜積極的に開催 した いと思っております 。
いずれにしても、 遊具 事故の防止というの は１ 回で終わるわけでは なく て、繰り返し起こる こ
と、当然、お子さん とい うのはどんどん成長 する に伴って新しいお子 さん が入ってくるという こ
ともありますもので すか ら、引き続き、事故 防止 に取り組んでいきた いと 思っております。
消費者庁からの説 明は 以上でございます。
○経済産業省野村流 通政 策課長

経済産業省 流通 政策課の野村でござ いま す。どうぞよろしく お

願いいたします。
私からは、資料１ −３ 及び資料１−４に基 づき まして、状況の御報 告を したいと考えており ま
す。
まず、資料１−３ を御 覧いただければ幸い でご ざいます。
こちらでございま すが 「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」に対して の
経済産業省における 実施 状況についてでござ いま す。
経済産業省に対し ては 、建議事項２と建議 事項 ３ということで御指 摘を いただいているとこ ろ
でございます。
このうち、まず建 議事 項２でございますけ れど も、経済産業省にお きま して、後の建議事項 ３
にも絡むことではご ざい ますが、これらを受 けま して、今後、有識者 の方 から成る検討会とい う
ものを立ち上げまし て、 商業施設内の遊戯施 設と いったものにおける 消費 者安全に関しまして 、
関係者の方が遵守す べき 安全面に関するガイ ドラ インといったものを 今春、４月、５月、６月 に
かけて策定をするべ く調 整を行っているとこ ろで ございます。
この基準におきま して 、商業施設の事業者 の方 でございますけれど も、 消費者の事故等が発 生
した場合には、救急 ある いは警察というとこ ろに きちんと連絡を行う こと が望ましいというこ と
を規定することを検 討中 でございます。
これによりまして 、事故 情報が一旦救急・警察に行 きますれば、消 費者安全法 に基づきまして、
救急・警察から消費 者庁 に通知されることに なる と考えておりますの で、既存の枠組を強化す る
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形で関係の皆様に通 知が される仕組みという こと を促していくことが 大事 ではないかと思って い
るところでございま す。
もう一点、事故情 報の 活用という観点でご ざい ます。
こちらは建議事項 ３で ございます。こちら につ きましても、いろい ろな 関係者の方がいらっ し
ゃると思いますけれ ども 、経済産業省におきまし ては、まず、ショッ ピン グセンターを運営し て
おります事業者様あ るい は遊具を作っている 遊具 メーカーの皆様、あ るい はショッピングセン タ
ーの中でテナントと して 遊戯施設を運営され る事 業者様等、関連団体 の方 に対しまして、いろ い
ろと伺わせていただ きま した。若干、私ども の所 掌を超える部分はご ざい ますけれども、大事 な
問題でございますの で、 幅広く御意見を伺っ たと ころでございます。遊戯 施設の設置時あるい は
運用時、あるいは事 故の 発生時などにおける 消費 者安全の確保に関す る取 組の実態や課題につ い
て把握を行ったとこ ろで ございます。そうい う意 味では、今後この有 識者 から成る検討会のほ う
を立ち上げまして、実態 や課題を踏まえまし て、 関係者に対するガイ ドラ インというものを策 定
すべく検討してまい りた いと思っております 。
続きまして、建議 事項 ３（２）に対して、 こち らの部分につきまし ても 、再発防止策といっ た
ことは大変大事でご ざい ますので、今 、検討中の ガ イドラインにおきま して、再発防止策として、
事故情報を遊戯施設 の調 達先などの関係者の 皆様 ときちんと共有する こと によって、再発防止 の
検討に活用するとい った ことが望ましいとい った 方向で規定ができな いか ということを検討し て
いるところでござい ます 。
なお、本日は、提 出資 料としては御用意で きて おりませんけれども 、私 どもは建議をいただ き
ましてから、事業者 の方 あるいはショッピン グセ ンターを運営してお られ る事業者の皆様、あ る
いはテナントとして ショ ッピングセンター施 設に 入られて、そのショ ッピ ングセンターの中で 遊
戯施設を運営してお られ る方、あるいは遊具 メーカ ーの方、あるいはこ ういう 関係の団体の皆様、
公園施設業協会の方 、日 本エア遊具安全普及 協会 の皆様、あるいは学 識者 の皆様ということで 、
大体13程度の企業、 団体 等の方々にいろいろ と御 意見を伺ってまいり まし たので、そのところ を
踏まえて、今の状況を簡 単に御紹介したいと 思い ます。
まず、遊戯施設の 概要 についてということ でご ざいますが、これは 当然 施設内の遊戯施設と い
うものについては、 安全 というものは大変大 事な 問題でございますの で、 これまでも各事業者 様
はいろいろな努力は され てきたということで 、防 止の努力と更なる検 討を行われてきていると こ
ろでございます。そ の中 でも特に遊戯施設と 一口 で言いましても、い ろい ろな種類のパターン が
あるかと思っていま す。た だ、余り細かく分け てもわ からなくなってしまうこ とを考慮しますと、
大きく３つのパター ンに 分類できるかと思っ てお ります。
１つは、商業施設 の共 用部にショッピング セン ターの事業者の方が 自分 で設置をされて、来 場
客の方に提供される とい った遊戯施設がある かと 思っております。２ つ目 は、テナントの方が入
られて、遊戯施設を 運営 され、お子さんに遊 び場 を提供する形もある かと 思っております。
あるいは、３つ目 は、恒常的なものではご ざい ませんけれども、当 然シ ョッピングセンター で
ございます。人に来 てい ただければありがた い、 お客様に来ていただ けれ ばありがたいという こ
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とでございますので 、イ ベントなどにおいて 臨時 に提供される遊戯施 設と いうものもあるかと 思
っております。
もちろん、ほかに もい ろいろな派生形はあ るか と思いますが、おお むね 、このような３つに 分
けて考え、その 上で、そ れ ぞれのところで商業 施設 者あるいは遊具メー カー の方、テナント の方、
レンタル事業者、い ろい ろな関係者の方がい らっ しゃいますが、各々 の役 割分担をきちんと考 え
ていく必要があるの では ないかという御指摘 もい ただいているところ でご ざいます。
１つ目の商業施設の共 用部に遊具が設置さ れる 場合におきましては、特 に遊び場を指導する 方
がいらっしゃらないとこ ろで遊んでいただく とい う場合、遊戯施設の設計 や設置する際、都市 公
園等の遊具の安全に 関す る基準というものが ござ いますので、こうい った ものに準拠した遊具 と
いうものを設計、設 置さ れる事業者様が聞い た限 りでは多かった状況 でご ざいます。
あるいは、そうい う遊 び場に、既にできて いる 遊具施設を設置する 場合 には、基準などにの っ
とったSPマークとかSPLマ ークといったマーク もあるかと思いますので 、そう いうマークが付いて
いる遊具を調達する 、こ れらのマークを遊具 に付けることのできる事 業者 から調達をするとい っ
た事業者の方が多か った 状況でございますの で、 こういったところも 大事 かと思っております 。
あるいは、海外で のヨ ーロッパのEN、ある いは アメリカでのASTM、 そう いったいろいろな基 準
もあるかと考えてお りま すので、そういった 基準 も参考にしながら、 自社 で安全に関する基準 を
設けるといったとこ ろも 参考にしながら検討 すべ きではないかと思っ てお ります。
点検・保守という とこ ろでは、これはいろ いろ なやり方がございま して 、警備員の方、清掃 員
の方、これは施設の こと 全体を見ております ので 、こういった方にチ ェッ クをしていただく、あ
るいは自社の中で専 用の チェックチームを立 ち上 げてやっている事業様も いらっしゃいます。 ま
た、特に日常点検と か定 期点検の結果に基づ きま して、保守メンテナ ンス をやっておられる方 は
多うございました。こう いったところは望ま しい と思いますので、そ のよ うな方向性を示して い
くことも重要だと思 って おります。
事故対応でござい ます けれども、幾つかの ショ ッピング施設の中で は、 自分たちのルールと し
て、事故が発生した 場合 には、商業施設の方で救 急とか警察のほうに 御連 絡をされるというこ と
を決めておられる方 もい らっしゃいましたの で、 こういった方向性も 一つ 、大事な点ではない か
と思っております。
再発防止というと ころ でも、商業施設で起 きた 問題、事故につきま して は、自社でデータベ ー
スなどを作り、情報 を管 理するといった取組 をさ れるところもござい まし たので、こういった取
組も方向性として位 置付 けるのが大事かと思 って います。
また、対応マニュ アル をきちんと作られて 、要 は人が変わっても同 様の フローで対応できる よ
う組織的に取り組む こと を促していくといっ たこ とも大事かと思って いる ところでございます 。
次に、テナントに 入っ ていただいて運営す る場 合でございます。テ ナン トにはいろいろな業 者
様がいらっしゃると 思い ます。ただ、テナン ト契 約をする場合には、お客 様に関する安全の基 準
や、テナントの中で 事故 が起こった場合にど うい う対応をされるのか とい うところをきちんと 整
備しておられる事業 者様 を、選定しているシ ョッ ピングセンターの事 業者 の方もいらっしゃる と
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伺いましたので、こ うい った取組も大事だと 思っ ております。
また、事故が起こ った ときに、誰が、どこ にお 知らせをするのかを 、き ちんと役割分担をさ れ
ている方もいらっし ゃい ました。このように役割 分担を決めておくと いう ところの方向性も大 事
かと思っております 。再 発防止も、同じよう に役 割分担をきちんと決 める ことが大事だと思っ て
おります。こういっ た方 向性も大事だと思っ てお ります。
イベントで臨時に 設置 する場合は、関係事 業者 が、イベント会社、 リー ス会社などとなって き
ます。商業施設事業 者が 、こういった方々と 連携 して、きちんと対策 を講 じるといった取組も 大
事かと思っておりま す。
あるいは契約のと きに、事故が生じた場合に どう いう責任・役割分担になる のかということを、
あらかじめ明確化し てい るところもありまし たの で、こうした取組な ども 促していくといった 方
向性も大事かと思っ てお ります。
事故対応、救急・ 警察 への対応ということ も同 じでございます。
その他で、子供の 健全 な成長ということで は、 安全性も大事でござ いま すし、それと両立す る
形で創意工夫を持っ て体 を動かしながら遊ぶ ことも大事だということや、 子供を連れて出掛けや
すい環境の整備とい うも のが大事であり、厳 しい基準によって、遊戯 施設が作れないというこ と
になってしまわない よう にうまく両立するよ う、 ちゃんとした基準を 持ち ながら、ちゃんとし た
遊戯施設を作ってい ただ いて、ご家族が商業 施設 に来やすいように取 組を 進めていくといった こ
とが大事だと思って いる ところでございます 。
こういった状況を 踏ま えまして、今度は資 料１ −４でございます。
いろいろと事業者 の方 あるいは関係者の方 から 御意見を伺いました けれ ども、これは私ども が
お伺いを個別にした とい うことでございます ので、有識者の皆様にもお 集ま りをいただきまして、
私どもが把握したと ころや関係のあるところ を踏 まえてガイドラインのよ うなものを作るべく 、
御議論いただければ と思 っているところでご ざい ます。
「１．趣旨」のと ころ は、これは今、言っ たと ころと繰り返しでご ざい ますので、省略をし た
いと思いますが、要 は、そ ういうガイドライン を作るための検討委員会 とい うことでございます 。
２つ目は、メンバー でご ざいます。関係者は多岐 にわたると思ってお りま すが、余り多いと、 今
度は議論のしようも ござ いませんので、大き く言 いますと、建築の関 係の 方々、消費者のお立 場
のことがよくわかっ てお られる方々、いろい ろな お子さんが集まって 遊ぶということで人間工 学
やキッズデザインに つい て知見のある方、商 業施 設事業者の方、遊戯 施設 にテナントとして入 ら
れる方々に、議論に 参加 していただくことと しております。
この中には、先般 建議 をお出しいただいた とき に御指導いただきま した 唯根元委員にも御参 加
をいただけることに なっ ていますので、当時 の状 況などからも御示唆 をい ただければと思って い
るところでございま す。
もう一つ、これは 先ほ ど消費者庁の御説明 にも ございましたが、私 ども だけでやるというこ と
はございませんので 、オ ブザーバーとして、消費 者庁をはじめ、ショ ッピ ングセンター協会、公
園施設業協会、経産 省の 中の関係課からも御 参画 もいただいて、取組を進 めたいと思っており ま
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す。
「３．スケジュー ル（ 案）」でございます 。まず １回目の検討会は、来週 開催をいたしまして 、
先ほど私が簡単に申 し上 げたようなところ、 事業 者様あるいは有識者 の方 、あるいは関係の皆 様
のお考えというとこ ろを 御紹介し合っていた だきながら、方向性につ いて 御示唆をいただけれ ば
と思っております。
何回も議論、議論 とい うばかりではなく、 まず は取組を進めること が大 事だとのご指摘もい た
だいておりますので、第 ２回目は、５月の中 旬で 考えており、ここで 、ガ イドラインの案とい う
ものをご提示し、御意見 をいただきながら、取り まとめていきたいと 思っ ておりあす。これも 先
ほど消費者庁のとこ ろで 御説明がございまし たが 、１回出して終わり とい うものではないかと 思
っております。まず、ガイ ドラインをバージョ ン1.0といった形でお出し して、皆様に方向性を提
示しながら、更に御 意見 をいただいてブラッ シュ アップしていくとい うこ とが大事かと思って い
るところでございま す。
極めて簡単ではご ざい ますが、経済産業省 から の取組状況の御報告 は以 上でございます。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、た だいまの御 説明の内容について 、御質 問、御意見のあ る方は発言 をお願いします。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

消費者 庁の 方に１点と、経産省 の方 に２点お願いします 。

まず、消費者庁の ほう で、12ページに「遊 具に よる子供の事故に御 注意 ！」という、すごく コ
ンパクトにまとめら れて いて「体を動かして 遊ぶ ことは子供の心身の 発達 に重要です」と、ま ず
うたっていただいた のが 非常にうれしくて、 いろ いろな遊具が撤去さ れて 、子供の遊び場がな く
なっている現状があ るの で、まずここを押さ えて いただいた上で（１ ）か ら（７）にかけて非 常
にわかりやすくコン パク トに伝えていただい てい ると思うのです。
これを守るとかなりの事故が防止できると思うのですけれども、これをどう遊具を利用する
人々に伝えるか、そ の辺 の御計画とかがあれ ば教 えていただきたいで す。
経産省の方に２点、お 願いします。
子供の安全にとっ ては 、ベビー服メーカー の協 力というのも欠かせ ない と思うのです。長い ひ
もなどは非常に危険 だと か、フードが危ない とか 、上と下が分かれて いた り、ウエストのとこ ろ
である程度ゴムでギ ャザ ーが付いているとい いの ですけれども、肩 からする ようなAラインのよう
なワンピースやジャ ンパ ースカートになると 、階 段を上がるときに裾 を踏 んで転倒するとか、 お
しゃれな子供たちが増え ているので、ひらひ らし たパンツで自転車に 巻き 込まれるものがあっ た
りとか、デザインの 上で安全性よりもファッ ショ ン性とか、子供が喜 びそ うなものがすごく尊 重
される傾向になって いる と思うのですけれど も、 その辺はベビー服メ ーカ ーとどのような連携な
どがあるのかどうか 。
あともう一点で、 いろ いろなイベントとか 遊具 設備が設置されるわ けで すけれども、その遊 具
設備、遊具自体は、現状 において、このマー クが ないと設置できないなど という規制があるの か
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どうかお聞かせくだ さい 。
○河上委員長

消費 者庁 からお願いします。

○消費者庁尾原消費 者安 全課長

ありがとう ござ います。

まず、今後の周知 の仕 方について御説明さ せて いただきます。
２月10日のプレス リリ ースの際は、板東 長官の定 例の記者会見を使っ て発 表させていただいて、
多くのメディアに取 り上 げていただきました 。た だ、こういう広報、 いわ ゆる注意喚起は１回 で
終わってしまうとす ぐに 忘れられてしまう恐 れが あります。消費者庁 では 毎週例えば「子ども 安
全メール」という形 で、 小さいお子さんを持つ親 御さん向けに本当に 気楽 に読めるような形で い
ろいろなテーマを扱 って おります。そうする と、 毎週というと年50回 ぐら い発信できるのです け
れども、例えばそう いう 「子ども安全メール 」な どを使いまして、何 遍も 繰り返し繰り返し小 さ
いお子さんを持つ親 御さ んに届くように工夫 して まいりたいと思いま す。
また、関係省庁連 絡会 議、今回開かせてい ただ いたのですけれども 、今 後、必要に応じてま た
関係省庁で開催させ てい ただいて、どういう 形で 周知していくかとい う辺 りも関係省庁で知恵 を
出しながら、今後検 討さ せていただければと 思っ ております。ありが とう ございます。
○大森委員

行政の 周知 徹底というのは、一 般消 費者から見ると余り ダイ レクトでない気がす る

のです。例えば遊具 を使 う前にまずこのチラ シを 読んでくださいとか 、遊 具施設の前にイラス ト
つきの（１）から（ ７） を提案するようなパ ネル を貼るとか、あと、 保健 所の定期健診で該当 す
るような年齢になっ た保 護者向けにチラシを 配る とか、もうちょっと ダイ レクトな広報の仕方 、
使う人たちに直接届 くよ うなことも検討いた だけ たらと思います。
○消費者庁尾原消費 者安 全課長

ありがとう ござ います。

今回は関係省庁を 通じ て、また、関係団体 にこ れを踏まえて周知を お願 いしております。そ れ
ぞれの業界団体でこ の中 で取り入れるもの、 それ こそ今、おっしゃっ たよ うな入り口のところ に
書くとか、こういう もの を参考にしていただ きな がら、どんどん取り 組ん でいただきたいと思 い
ますし、また、行政 から なかなかすぐ届きに くい というところはあり ます けれども、他方で業 界
団体を通じてやると 少し でもその業界に近い とこ ろに周知できるかと 思い ますので、我々も積 極
的に進めていきたい と思 います。
○河上委員長

どう もあ りがとうございます 。

では、経済産業省 、お 願いします。
○経済産業省野村流 通政 策課長

ありがとう ござ います。

２点御指摘をいた だい たと思います。まず １点 目のベビー服メーカ ー、 あるいはそもそもお 子
様の服の関係のとこ ろと どう配慮しながら進 めて いくかということだ と思 います。これは極め て
大事なところだと思 って おります。そういう 意味 では、私どもは今回 のも のはどちらかという と
遊戯施設のところで ござ いますので、要はひ もがある服や、裾の長め のズ ボンがあるなど、そ う
いうお洋服があるこ と踏 まえた上で、どうい う遊 戯施設を作っていく のかも大事だと思ってお り
ます。また、御指摘 がご ざいましたように、ベビ ー服メーカーにもこ うい う検討が進んでいる と
いうところもある程 度、 共有しながらやって いく 必要があると思って いま す。
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そういう意味では 、今 回のこのメンバーの 皆様 の中にお名前として 明示 的にメーカーの皆様 に
入っていただいているわ けではございませんが、 当然、経済産業省で ござ いますので、メーカ ー
の皆様とお付き合い のあ る課室もございます 。
具体的には、先ほ どの ベビー服メーカーで ござ いますと、製造産業 局と いうところがござい ま
して、こちらのほうに服 の関係課もございま すの で、今日の御指摘を 踏ま えまして、関係課な ど
には既にお話はして はご ざいますけれども、 特に この点に留意をしな がら 、メーカー様にも伝 わ
るような形とできる よう にし、私どもとして は、 まずは、施設で、現 状を 踏まえた上でどうす る
のかということにな るか と思いますが、問題 意識 としてはきちんと共 有し ながら進んでいきた い
と思っております。それ が１点目です。
２点目の遊具のマ ーク 等がないと設置がで きな いかというところだ と思 いますが、例えばそ の
遊戯施設自体が建築 基準 法を満たしていなけ れば問題だと思いますけ れど も、私がこの場で認 識
している限りにおき まし て、例えばSPマー クとかSPLマークがなければ設 置す ることができないと
いうものではござい ませ んが、これは、ある 意味 、安全性の高いとい った ことをお墨付きのマ ー
クでございます。
これがないと付けて はい けないというような もの は今、この瞬間ない ので はないかと思います け
れども、まずはある 程度安全だとみなされて いる 印であるこのようなマー クを付けているもの を
使っていくことが望 まし いということを、今 回のガイドラインでも検 討で きないかということを
今、考えているとこ ろで ございます。
○大森委員
○河上委員長

ありが とう ございました。
尾原 課長 、どうぞ。

○消費者庁尾原消費 者安 全課長

子供服のひ もの 件、補足させていた だき ます。

子供服のひもの件 はJIS規格が定められてお りま して、13歳未満のお子さん 向けの頭、首回りや
裾に垂れ下がったひ もで すとか、背中から出ている ひもや背中で結ぶひ も等 は、今のJIS規格では
禁止されております 。
ただ、もちろん古 い服 などはあるものです から 、我々は先ほど御紹 介さ せていただいた「子 ど
も安全メール」で、今年 の１月でございます けれ ども、子供服のひも の安 全基準ができました と
いう形で小さい親御 さん 向けに広報、こうい う形 で出ていますが、そ れに も、危ないですからそ
ういうものはきちん と危 険なひもを抜いたり留め たりして、事故を防 ぎま しょうという形で注 意
喚起を行っていると ころ でございます。
○河上委員長

問題 は、 子供の事故一般の話 でも ありますけれどもね 。特 に野村課長がおっしゃ

ったように、遊戯施 設と の関係でそのことを 意識 しながらというのが 一番のポイントだろうと 思
います。
ほかにはいかがで しょ うか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、消費者庁あ るい は経産省で昨年の建議を 踏まえて具体的な取 組、 動きを講じておられ る
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という点は感謝申し 上げ たいと思います。
その上で、消費者 庁及 び経産省それぞれに、お おむね共通の質問に なろ うかと思うのですが 、
この建議の出発点は 、建 議２の「理由」のと ころ でも触れてあるので すが 、平成26年度の事故 情
報が５件しか寄せら れて いなかったけれども 、当 委員会で独自に調査 した ところ、平成26年は 88
件あった。つまり、 防止 対策あるいは注意喚 起の 対策、いずれの方向 でも とにかく情報が集ま ら
ないと動きがとれな い。 そこが一体どこに原 因が あって、どこがネッ クに なっているのか、そ の
辺りをきちんと解明 して 情報が集まっていく よう に、その上でどうし ていく か。だからといって 、
萎縮する形になって もい けないので、いろい ろ配 慮しながらやってい ただ きたいというような こ
とだったと思うので す。
そこで消費者庁に お伺 いしたいのは、いた だい た資料１−２の最後26ペ ージに「建議以降に 消
費者庁が収集した事 故情 報」ということで、 合計 すると71件ございま す。 これは、従来の安全 法
に基づく情報収集で 昨年 の夏以降に集まって きた ということなのか、 何ら かの個別の情報提供 の
呼び掛けをした上で 集ま ってきたものなのか 、も し何らかの呼び掛けとい うことであれば、把 握
しておられるかどう かわ からないのですが、 国交 省とか文科省とか経 産省 の関係省庁に言った と
ころ、その関係機関 が保 有していて、安全法 上の通知が十分でなかっ たと いうところなのか、 そ
れとも各関係部署が 関係 事業者団体などへ呼 び掛けた結果、また事業 者か ら上がってきたとこ ろ
なのか、そこの流れ がも しおわかりであれば 教え ていただきたいです 。
あるいは、その関 係で は、経産省で商業施 設関 係７件というものが ござ いますが、これはど こ
にあったものがどう いう ルートで上がってき たの かというところ、も しお わかりであれば教え て
いただきたいという こと です。
経産省に対して、 今の ことに関連してもう 一つ の質問です。
資料１−３で御報 告い ただいている中の別 紙で「２．事故情報の収 集」というところに、今 後
検討していて、情報 収集 の仕組みを構築とい うと ころに、商業施設内 にお いて消費者事故等が 発
生した場合、救急・ 警察 への連絡を行うこと を規 定する、そうすれば 、そ の事故情報は安全法 に
基づいて救急・警察 から 消費者庁に通知され るこ とになると認識して いる と記載されています 。
施設内でかなりの事故 が起きたら、その個 人の 対象のために、少な くと も救急車を呼ぶとか 、
そういうことはこれ まで もあったのではない かと 思うのですが、そこ の通 報が不十分なために 情
報が集まっていなか った のか、その辺り、救 急あ るいは警察の側の対 象の 問題については、こ の
検討会では情報収集 なり 検討なりは予定され てい るのかどうか。
あるいは、これは むし ろ経産省ではなくて 消費 者庁にお伺いするこ とな のかもしれません。 先
ほどの関係省庁への 働き掛け、関係省庁の会 議や 情報収集というとこ ろで 、救急・警察の側で関
わったものが安全法 に基 づく情報提供の対象 とし て位置付けられてい るの かどうか、そこの点 に
ついての検討という もの は、この間あるいは 今後 予定されているのか どう かについてお伺いし た
いと思います。
すみません。何点 かに 分かれてしまいまし た。
○河上委員長

それ では 、最初の事故情報の 収集 の仕方ですね。どう やっ て集めたのですかと い
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う話ですけれども、 いか がですか。
○消費者庁尾原消費 者安 全課長

ありがとう ござ います。

事故の収集ですけ れど も、建議以降の件数 を26ページのところで紹 介さ せていただいており ま
す。この増えた背景 でご ざいますけれども、 本件 に限らず、昨年の４ 月の ところで消費者安全 法
のマニュアルを改定 して 、各行政機関に配付 をい たしました。
その背景としまし ては 、この商業施設の遊 具だ けではなくて、これ まで なかなか関係行政機 関
から通知がないので はな いかと、本件に限ら ず別 のところでも建議を いた だいておるかと思い ま
すけれども、そうい うこ とも踏まえて、昨年 の４ 月にマニュアルを改 定い たしまして、できる だ
けわかりやすい形で、事 例もたくさんお示し した 上で是非これを読ん でい ただいて、関係行政 機
関のほうから通知を お願 いしたいという形で 、昨 年度ずっと呼び掛け てお りました。
今回そういう関係 省庁 への働き掛けを通じ て、 事故の通知件数が増えて いるのは確かである か
と思います。その背 景と しましては、本件に 限ら ずほかの事案でもあ りま したけれども、消費 者
委員会の先生方から 事故 情報をきちんと消費 者庁 で集めろという建議 をい ただいて、それを踏 ま
えての対応をさせて いた だいた結果、関係省 庁か らたくさん情報が寄 せら れるようになったと い
う背景があるかと思 いま す。
大変申し訳ないの です けれども、そのうち、ど こから上がってきた かと いうのは個別に精査 を
していなくて、申し わけ ありません。ただ、 確実 に言えることは、昨 年度 からこの情報という の
は大変通知が増えて いる のは確かでございま す。
また、警察・消防 から の情報通知でござい ます けれども、消費者安 全法 は初めて消費者事故 を
知った行政機関から 通知 することになってお りま すので、現時点にお いて も消防庁さん、それ か
ら、警察を通じて消 費者 事故に該当するもの につ いては、消費者庁に 通知 をいただいておると こ
ろでございます。
○河上委員長

では 、経 済産業省、お願いし ます 。

○経済産業省野村流 通政 策課長

経済産業省 でご ざいます。

これも私どもは、大変 恐縮でございますが、消 費者庁のこの26ペー ジに ございます７件でご ざ
いますが、具体的に どう いう上がり方をして きた かというのは、今、詳細 なデータを持ってお り
ません。
もう一つ、先ほど の私 どものお答えの中で とい うことで御指摘がご ざい ました、事故情報が 、
要するに、救急・警 察の ほうに連絡されるよ うに するというところですけ れども、私どもの考 え
方は、ほかのいろい ろな 課題とも似ていると ころ がございましたので 、そ れを参考にしながら 考
えてみたところでご ざい ますが、要は、商業 施設 の方あるいはほかの 流通 業者の方などといろ い
ろなお話をしたとき に、 この件に限るもので はご ざいませんが、いろ いろ な課題等があったと き
にどこに相談や報告 をす ればいいのかが、よ くわ からないということがご ざいます。
例えば外国人の方 が増 えている中で、どこ まで 店内等で外国語の表 示を すればいいのか、こ れ
は日本の方であれば余り 実感はないかもしれませ んが、外国の方にと って は重要な問題ですが 、
一方で、どこまでと いう ルールはございませ んの で、皆さんもなかな かや りようがないという と
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ころがある中で、私 ども がガイドラインみた いな ものを提示すること によ って、道しるべのよ う
なものを作ったとこ ろで ございます。
そういう意味では 、お っしゃるとおり、事故が 起きれば、救急・警 察に 御連絡をするといっ た
ことをされている方 はい らっしゃいます。も ちろん ヒアリングをした中 でも、特に大手の方では、
そういう対応をされ てい る方もいらっしゃい まし た。一方で、大手の 方ば かりではございませ ん
ので、事故等が起こ った 場合に、そのような 対応 がきちんされていな い場 合もあるのではない か
と思います。これは もち ろん検討会での議論 も踏 まえた上で、救急・ 警察 以外にもほかの適当 な
ところがあればとい うこ とはあるかと思いま すが 、まずは、更なる報 告先 を増やすのも混乱を 招
く可能性があるかと 思い ますので、こういう 事故 が起こったきに身近 なと ころと言いますと、 救
急あるいは警察とい う事 業者の方々のお声が 多か ったこともありますので 、そういったところ に
まず連絡をすること が大 事なのだと、これも 繰り 返しですが、大手の 方は もうわかっておられ る
と思いますけれども 、そ れを業界の関係者の 皆様 に知っていただくこ とが 大事だと思っており ま
す。それをやること によ って、今回の建議を 出し ていただいたことで関心 が深まって、皆様に情
報を出していただく よう になってきたと思い ます が、より一層それを 津々 浦々に広げていくと い
った観点から、今回のガ イドラインの中でも 、ど こに知らせればいい のか という一つの方向性と
して救急・警察とい うと ころで、もちろん詳 細は 検討会の中でも、本 当に 適当なところについ て
はよく議論したいと 考え ております。
○河上委員長

その 商業 施設の中で起きた事 故が あったときに、救急 とか 警察に知らせるのは 当

然あることですけれ ども 、例えば監督官庁で ある 経産省に対して通知 する とか、あるいは消費 者
事故だと考えて消費 者庁 に通知するとかとい うこ とが、同時に問題に はし ないのですか。
○経済産業省野村流 通政 策課長

ありがとう ござ います。

そういう意味では 、お っしゃるとおり、救 急・ 警察に限らず、例え ばほ かのところ、私ども で
もいいかもしれませ んし 、どこかに通知をす ると いう仕組みがもし適 当で あれば、それは考え る
必要があるかと思っ てい ます。
現状で言うと、例 えば 流通業の方々には、お客 様と接する中でいろ いろ な事象がございます の
で、全ての情報が一 元的 に私どものほうに上 がっ てくるわけではござ いま せんけれども、その よ
うな実態を踏まえた 上で議論していただき、適切 なところへ情報がい くよ うにすることが重要 だ
と思っております。 検討 していく中で留意す るべ きことは、流通業の 皆様 は非常にいろいろな 意
味で消費者の方と接 点を 持っておられるので 、ど の情報を私どもがい ただ くのべきなのかはバ ラ
ンスも考えながら検 討し ていくことが大事か と思 っております。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

今の事 故情 報の収集のところな ので すが、この商業施設 内の 遊戯施設での事故自 体

を消費者事故と考え るの かどうかや、学校で の事 故が消費者事故なの かど うかというところの 考
え方のところで、事故情報 として上がってくる かど うかがすごく大きな 課題 なのだと思うのです。
今回は消費者委員会 の建 議もあり、商業施設 での 遊戯施設の事故が消 費者 事故であると法的に 示
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されたということで 、デ ータが上がってくる よう になったのだと思う ので すけれども、そうい う
ように何となく隠れ てい るものというのは、 まだ まだあるのではない かと 思われますので、そ う
いう意味では、消費 者庁 におかれましては、 掘り 起こしが必要ではな いか と、今回御報告を伺 っ
ていて思いました。
○河上委員長

御意 見と いうことですね。

ほか、よろしいで すか 。
中原委員、どうぞ 。
○中原委員

公園の 遊具の場合、直接それを管理 している人がその場には いなくて、基本的に 保

護者がしっかり安全 を確 保しなければいけな いと いうことがはっきり して いると思うのですけ れ
ども、商業施設の遊 具の 場合、例えばイベン トな どでお金をとって、 施設 を動かしている人が管
理している場合もあ ると 思いますし、子供だ けが 中に入って保護者が 入れ ないような場合もあ る
と思います。その動 かしている人がどこまで 責任 を引き受けて見てい るの か、また、保護者の 意
識として、管理者がどこ まで見てくれるのか 、保 護者はどこまで見な けれ ばいけないのかとい う
ところがはっきりし ない 場合があるかと思い ます 。それによって、人 員配 置ですとか、あるい は
従業員の教育をどこ まで しなければいけない のか ということも違って くる と思いますし、事故 が
起きた場合の責任の在り 方も違ってくると思 うの ですが、そういった こと もこの検討会では検 討
されるのでしょうか 。
○経済産業省野村流 通政 策課長

ありがとう ござ います。

今、中原委員から 御指 摘いただきましたと おり 、商業施設の中で、 特に お金を払って利用す る
遊戯施設、要するに テナ ントの場合には、こ のテ ナントの方が顧客に どこ まで責任があるのか、
商業施設にはどこま で責 任があるのか、そう いっ た責任分担を、例え ば契 約時にきちんと決め て
おく必要があるとい うこ とも一つの方向性と して御議論いただくこともあ ると思っております 。
そういう意味では 、テ ナントでの場合、商 業施 設の中にございまし ても 、公園と同じような 形
で、商業施設の方が消費 者の方が自由に利用 でき るように設置をして いて 、特に誰も監視はし て
いないという場合に 、誰 がどういう責任にな るの だというところが大 事だ と思いますので、そ う
いった幾つかのパタ ーン に分けながら、責任 の分 担の在り方といった とこ ろも議論をしていた だ
ければと思っており ます 。
○河上委員長

大体 よろ しいでしょうか。

建議に示された事項を 踏まえて、消費者庁 と経 済産業省にはこの半 年の 間にさまざまな形で 御
対応をいただいたと いう ことで、お礼申し上 げた いと思います。
この問題は、典型 的な隙間事案なのだろう と思 います。ですから、 都市 公園法でもってちゃ ん
と規制があるという とこ ろとか、幾つかはっ きり とした管理体制があ ると ころであればいいの で
すけれども、商業施 設だ からといって、その 施設 そのものが管理しな いと いけないというか監 督
責任があるという話 でも ない。民事であれば 、恐 らく契約締結上の過 失の ような問題にはなる の
だろうと思うのです けれ ども、いずれにして もな かなか監督責任がは っき りしない。しかも、 品
物に関しても、安全 基準 というものがほかの もの と違ってはっきりし てい ない。
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自宅で使うのであ れば 経産省の管轄である こと ははっきりしている し、 都市公園であれば国 土
交通省でしょうが、商業 施設となると一番近 いの で、経済産業省にお 願い をして責任を持って 安
全管理をしてもらい たい 、安全基準の策定な ども していただきたいと いう のが消費者委員会と し
ての考えだったわけ です 。そこのところは御 理解 をいただいて、是非お願 いしたいと思います 。
ほかにも、実は空 港の ロビーなどにもあり ます。あれなどは国交省 のほ うがいいのかもしれ な
いですが、一つ一つ 消費 者庁が想像力を働か せて 、関係するであろう 省庁 の方と、そういう遊 具
の施設の安全性につ いて 、ある程度統一的な 形で 安全基準を考えてい ただ くことが必要になっ て
くるだろうと思いま す。
情報の関係は、先 ほど 申し上げましたけれ ども 、警察とかそういう とこ ろ任せにしないで、 あ
る程度ダイレクトに、情 報は消費者庁なり関 係省 庁に集めるような仕 掛け を是非考えていただ き
たい。この隙間事案 に関 して、まずは責任関 係を はっきりさせておく とい うことをお願いした い
と思います。
実効性を確保して 、安 全を維持するために は、 消費者庁は今後とも 関係 省庁と緊密に連絡調 整
をとって、事故情報 を漏 れなく収集できる体 制を是非整備していただ けれ ばと思います。
また、安全面に係 る基 準とか予防策の策定 につ いても、都市公園な どの 基準マニュアルであ る
とか外国の基準など を参 考にしていただきな がら 、日本の基準で安全 基準 というものを考えて い
ただければというこ とで 、取組を強力に進め てい ただければと思いま す。もっとも、必ずしも 外
国の基準が役に立つ とは 限らないのだそうで す。 日本の子供と外国の 子供 では、飛び降りたと き
の骨の折り方が違う とい う話もありました 。既に委 員会が立ち上がって いる ということですので、
今後もよろしく御検 討をお願いしたいと思い ます 。
当委員会といたし まし ては、本件について 、引 き続き消費者被害が 出て いないかということ を
注視いたしますとと もに 、本件に係る取組は、消 費者基本計画の工程 表の 中にも是非盛り込ん で
いただければありが たい と思います。
消費者庁、経済産 業省 におかれましては、 大変 お忙しいところ、あ りが とうございました。
（消費者庁、経済産 業省退席）
（シニアライフ情報 セン ター、東京都着席）

≪３．身元保証等生活サポート事業について≫
○河上委員長

次の 議題 でございますが「身 元保 証等生活サポート事 業に ついて」ということ で

あります。
身寄りのない高齢 者な どに対して、身元保 証あ るいは生活のサポー ト、 場合によっては高齢 者
がお亡くなりになっ た場 合などの死後の事務 処理 、あるいは葬儀、遺 産の 処分等が事業として 行
われる、そういう事 業を 行っていた公益財団 法人 日本ライフ協会とい うと ころが、顧客から預 か
っていた預託金を流 用し ていたなどの事案が 発覚 いたしました。
この事案について は、 公益認定等委員会が 、経 理的基礎の回復・確 立の ための勧告を本年１ 月
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に実施いたしました ほか 、２月には公益認定を取 り消すことを求める勧告 がありました。
このような日本ラ イフ 協会が行っていたよ うな 身元保証等のサービ ス事 業は、現在、所管す る
府省庁が必ずしも明 確で ないという問題がご ざい ます。事業そのもの を規 制する法律はもちろ ん
ございませんし、事 業の実 態もなかなか明らか にな っておりません。当 委員会 といたしましては、
こうした事業をめぐ る各 種の課題について強 い関 心を持っております 。
そこで、本日は高 齢者 が安心して生活でき る住 まいについて情報提 供を 行っており、また、 身
元 保 証 等 の 事 業 も 行 っ て い る 団 体 に ヒ ア リ ン グ を 行 っ た 実 績 の あ る NPO法 人 シ ニ ア ラ イ フ 情 報 セ
ンター及び、かねて より 消費生活相談の現場 を通 じてこの分野に対し て問 題意識を持っておら れ
る東京都にお越しい ただ きまして、消費者被 害の 状況についてお話を 伺い たいと思います。
シニアライフ情報 セン ター、東京都におか れま しては、お忙しいと ころ 御出席をいただきま し
て、ありがとうござ いま す。
シニアライフ情報 セン ター、次に東京都の 順で 、それぞれ短くて恐 縮で すが、15分程度でお 話
をお聞かせいただけ れば と思います。どうぞ よろ しくお願いいたしま す。
○シニアライフ情報 セン ター池田代表理事

シニ アライフ情報センタ ーの 池田でございます。

私どもは今、お手 元に お配りいたしました けれ ども、1992年から住 まい に関する情報収集と 相
談業務に当たってき てお ります。近年住み替 え、 相談業務をやる企業が多 くなってきておりま す
けれども、私どもは 会員 制にしておりまして 、い わゆる紹介業という 形で はやってきておりま せ
ん。
今回相談を受けて いる 中で、保証人あるい は身 元引受人等を立てら れな いという相談が近年 非
常に多くなってきて おり ます。それに関しま して 、私どももしっかり 把握 しているわけではご ざ
いませんで、今、委 員長 からその事業もやっ てい ると御紹介がありま した けれども、今はまだ そ
こに至っておりませ んで 、準備段階というこ とで お話をさせていただ こう と思っています。
今回の調査は、い わゆ る第三者として家族 代理 をやっているような 事業 が一体どうやられて い
るのかということが 、私 たちもきちんと把握 して いなかったこともあ りま したので、本当に数 社
ですけれども、アン ケー トをとりまして、そ の上 で幾つかのヒアリン グを いたしました。その 結
果を今日はお話しさ せて いただこうかと思っ ています。
お手元に資料が配 付し てあるかと思うので すけ れども、言葉にして ある のは、国民生活セン タ
ーのホームページに 寄稿 しております内容で ござ います。
今日は、もう一枚 目の 表のほうでお話をさ せて いただこうと思って おり ます。
私どもは平成14年 度に 調査をしたのは、ど うい うところがあるのか なと いうことで、ネット か
ら拾い上げまして、保証 人を行っているとい う17社ほどにアンケート を配 りました。そのうち の
10社ほどから返って きま した。その中には、 いわ ゆる第三者後見人と 言わ れている民間と、士 業
に関わる専門職団体 のほ うと、両方ございま した 。手元の表は民間団 体で す。
専門職は後見業務 とし て受けられているの です けれども、施設の連 帯保 証人あるいは身元引 受
人という業務を後見 人と しては受けられない とい う法的な縛りがござ いま して、そこをカバー し
ているのが、民間の いわ ゆる家族代理という 形の 事業でした。
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表を見ていただく とわ かるのですけれども 、こ の４社についてはヒ アリ ングをいたしました 。
この数字を見てい ただ いてもわかるとおり で、 会員数が数千人にわ たっ ております。多いと こ
ろは7,000人を超える とい うところもございま して、いかに高齢者にとっ てニ ーズがあるかという
ことのあかしでもあ るの だろうと思っています。
私どもがアンケー トを とりました内容でご ざい ますけれども、契約 当事 者が誰なのかというこ
と、どのようなサー ビス を実施しているのか とい うこと、そのサービ スを誰がやっているのか と
いうこと、費用はど うな のか、費用はどうい う形 でとっているのかと いう ことでした。
一つは預託金とい う形 をとっておられまし て、 ほとんどのところが 、仕 組みとしてはパッケ ー
ジにしてサービスを 提供 してこられたという とこ ろが共通していると ころ でした。預託金の管 理
はどうされているの かな ど、簡単なアンケー トで すけれども、実施い たし ました。その内容が 今
の表になっておりま す。
A社、B社、C社と 名前は 出しておりませんけ れど も、A社でもって、 会員数 は当時4,300人です。
B社 は 比 較 的 事 業 が 浅 か っ た の で 、 200人 程 度 で し た 。 今 は か な り 増 え て い る と 思 い ま す 。 C社 が
7,600人、これは全部累 積 です。実態としてはもう ち ょっと少ないと思い ます。D社が3,000人とな
っておりました。
A社からD社という のは 全国にまたがって事 業を されているというこ とが 共通項です。従業員 数
に す る と 、 A社 が 47名 、 B社 が 180名 、 C社 が 86名 、 こ の う ち 東 京 で は 当 時 は ９ 名 で し た 。 D社 が 15
名、そのうち契約社 員と いう形で雇用が100名 とな っております。
職員の資格なので すけ れども、それぞれ違 いま すが、そこに書いて ある ように、かなりの資 格
を持った方たちが当 たっ ておられます。
商品の仕組みとし ては、みんなほとんどパ ック商品になっている。 金額 的には、A社が100万 と
いう「総合保障パッ ク100」という商品をお持 ちで した。B社が「施設 入居応 援パック」という形
で、ここは組合せが 可能 な仕組みをとってお られ ました。この97万円 とい うのは、葬儀費用や 自
宅での生活支援サー ビスは別途になっており ます 。C社が「身元保証 制度」 という商品です。D社
が「生涯プラン」と いう 商品になっておりま した 。
言えることは、ス キー ムが全部違って、高 齢者 にはわかりにくい構 造に なっていることがわ か
りました。
サービスの内容につい ては、そこに丸が付いて おりますけれども、 ほと んどのところが身元 保
証を引き受けておら れま す。言うまでもない ので すけれども、連帯保 証人 というのを施設のほ う
では必ず付けるよう にな っておりまして、い わゆ るお金が払ってもら えな くなったときの債務 保
証が主な役割になっ てい ます。
身元引受人という のは 、そちらのほうのも う一 つの資料のほうで表 にし てありますので、後 で
見ていただければと 思う のですけれども、か なり 内容的に膨大な内容 にな っております。
１から９までのサ ービ スはほぼ共通した内 容で すが「退去時の居室 の整 理」は別途費用にな っ
ております。ここは 見積 りによってもかなり 違い ますし、小さなアパ ート だったり、あるいは 一
軒家の大きなお家の 片付 けだったりというこ とに なりますと、この辺 はか なり金額的にも違っ て
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くるということです 。
もう一つが「家事 支援 」のところなのですが、 団体の職員がやるケ ース もございますが、別 の
事業所との提携などとい う形で支援をしてお られ ることがわかりまし た。 金額的にも、そこに 書
いてあるようにかな り大 きく違います。ほと んど のところは時間単価 で精算されております。
「財産管理」の部 分に つきましては、第三 者の法律事務所と提携さ れて いるところ、あるい は
グループにチェック 機関 として独立したNPO法 人を 持っておられるとこ ろ、それから、信託を使わ
れるところというよ うに 、かなりいろいろな 方法 で、第三者契約とい う形 をとられているとこ ろ
が多く見られます。ここ にありますD社が日本 ライ フ協会です。
「任意後見」も法 人が おやりになっている とこ ろもあれば、外部の 専門 職にお頼みになると な
っておりまして、そ の場 合は別計算になって おり ます。
「死後事務」も、 その 団体で持って全てお やり になるところもあれ ば、事務手続の一部を契 約
当事者が行い、主に 葬儀 屋さんなどに依頼さ れて いるようです。
これらを踏まえま して 、何が課題なのかと いう ことですが、スキー ムの 透明性と言いましょ う
か、サービスの透明 性と言いましょうか、パ ッケ ージになっているだ けに、非常に中の構造が わ
かりにくいというこ とが わかってきました。
特に、費用とサー ビス の内容ということが よく わかりませんでした し、 もう一つは、後見人 の
実施時期、いつの時 点か ら後見人が始まって いる のかということが、 ちょ っと見えにくかった と
いうこともあります 。
それについて、こ れは 言葉で聞きましたけ れど も、後見人を付ける と、 後見人にまた別途費 用
がかかるということ があ りまして、それ を利用者側 のほうに言うと 、では、後 見人は要らないわ、
あなたのところでや って よというお互いのや り取 りはあったとも聞い てお りまして、役割がき ち
んと区分けがされて いる かどうかということ から すると、この辺も非 常に 不透明なところだと 思
います。
もう一つは、実施 され たサービスあるいは 預託 金というお金がどう 預託 をされて、預託金の 中
から何が使われて、 その 結果、報告がどのよ うに されているのかとい う点 についても、調べ切 れ
ていないというとこ ろが 正直なところです。
今回簡単な調査で 見え てきたのは、入院保 証や 施設入居の際、保証 人が 求められる現状で、 誰
にも頼めない人がい る以 上、この事業は必要 不可 欠かなと私は思って いま す。
その上に立って、 この 市場をどうやって健 全化 していくかというこ とが 大事かもしれないな と
思っていまして、先 ほど 私たちがいろいろと 今、 準備に入っています とい うのは、そういう意 味
で、今回の課題を踏 まえ て、どういうことが でき るのかを議論し、今 、モ デル化ができるのか ど
うかわからないけれ ども 、半年にわたって議 論を してきているのは事 実で ございます。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

では、東京都、お 願い いたします。
○東京都西尾消費生 活専 門課長

東京都消費 生活 総合センター消費生 活専 門課長の西尾と申し ま
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す。
本日は、当センタ ーの 高齢者支援の相談グ ルー プの待鳥相談員とと もに 出席させていただき ま
した。どうぞよろし くお 願いいたします。
ただいま、高齢者 支援 グループと申し上げ まし た。ここが東京都の 消費 生活総合センターの 相
談処理の特徴的なと ころ でございまして、相 談内 容の複雑化、高度化 に対 処するため、現在相 談
員43名を11の専門分 野別 グループに分けてお りま す。都民からの御相 談を 受け付けた際に、そ の
内容が専門分野に関 する ものであった場合に は、 受け付けた相談員か ら専 門分野に所属してい る
相談員に引き継ぎ、 引き 継いだ相談員があっ せん 等を行う仕組みでご ざい ます。専門分野に関わ
る集中的な情報収集 によ り、問題点等の分析 が可 能になる、相談処理 の質 の向上も図ることが で
きるという考え方か ら設 置しているものでご ざい ます。
その中で、高齢者 支援 グループは平成18年 度以 来ずっと存続してお りま して、高齢者特有の 事
情から発生したトラ ブル について、高齢者を 取り 巻く周囲の方々の御 協力 を得ながら解決を図 っ
ていく取組を行って まい りました。相談を受 けて いる中で、今回のテ ーマ である高齢者の身元 保
証等生活サポート事 業、 こういうものにいち 早く 注目いたしまして、 問題 の把握に努めてきた と
ころでございます。
さて、高齢者の 身元保証 等生活サポート事業 に関 する相談概要につい て説 明せよということで、
本日伺ったわけなの です が、そもそも身元保 証等 生活サポート事業と は何 かという問題がござ い
ます。
これは、現時点で 定義 が定まっているもの では ございません。それ こそ隙間と委員長がおっ し
ゃいましたように、 非常 にいろいろなところ から ニーズがあって、自 然発 生的にできてきたも の
でございます。そう いう 中で、私どもがどう 捉え ているかというと、 老後 の準備の必要性を感 じ
ている高齢者のニー ズに 応えるサービス事業 全般 と考えております。 すな わち、入院とか施設 入
居の際の身元保証だ けで はなく、判断力が低 下し たときに備えて任意 後見 制度を準備しておく と
か、あるいは死後の 事務 処理、例えばお葬式 をど うするか、お骨をど うす るか、遺産相続をど う
するか、そういった こと を含めて処理をお願 いす るようなもろもろの サー ビス、これを今、元 気
で判断力があるうち に決 めておきたいという 高齢 者のニーズに応える サー ビス全般と考えまし て、
今回いろいろな相談 をま とめてまいっている わけ でございます。
では、資料に基づ きま して、都内の消費生 活セ ンターで受け付けて おり ます、高齢者の身元 保
証等生活サポート事 業に 関する相談概要につ いて説明させていただき ます 。
まず、受付状況で ござ いますが、定義が定 まっ ていない中で、相談 情報 システムの中で、そ う
いったキーワードが 振ら れているわけではな い、 分類されているわけ では ございません。した が
って、厳密な件数を 出す ことができない状況 でご ざいます。そのため 、あ る程度近縁のワード で
検索をし、相談内容 を見 ていった中で大まか な印 象ということになる ので すが、都内ではこの 数
年、年間数十件の御 相談 が消費生活センター に寄 せられている状況が ござ います。しかも、年 々
少しずつ増加傾向に ある ように思われます。
ただし、相談内容 とい たしましては、事業 者の 信用性を問う相談が 大半 を占めておりまして 、
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契約したけれども、 約束 したサービスが提供 され ないとか、解約した くな ったのだけれども、 支
払ったお金を戻して くれ ないとか、そういっ た具 体的なトラブルの相 談は 今のところほとんど な
い、年に数件あるか なと いう程度というとこ ろで ございます。
これは、理由はわ かり ません。本当にトラ ブル がないためなのか、 ある いは契約した方々が認
知的に問題があって 、ト ラブルを訴えるだけ の能 力がなくなっていら っし ゃるのか、その辺は わ
からないところでご ざい ます。
主な相談事例を２ に書 かせていただきまし た。
信用性について、 ４つ の事例を挙げており ます 。
１つ目は、高齢者 向け 住宅への入居に際し て、 保証人が必要だと言 われ たが、身寄りがない 。
そこで、身元保証等 を行 う事業者と契約しよ うと 思うが、信用できる だろ うかというものでご ざ
います。身寄りのな い高 齢者が賃貸住宅や施 設、 病院に入ろうとする とき 、相手方からは保証 人
を立てるように要請 され ます。事実上、保証 人がいないと入居できな い実 態がございます。そ こ
で、身元保証等を有 料で 行う民間サービス事 業者 に頼らざるを得ない 状況 が高齢者に生じるわ け
でございます。
２つ目は、身元保 証サ ービスだけではなく 、見 守りや遺言、死後事 務な どの必要性を感じて い
る高齢者からの御相 談で ございます。事業者 が信 用できるかという問 合せではございますが、 今
はある程度自立して 、い ろいろな判断をして 生活 できているけれども 、い ずれ衰えていったと き
にどうなるのだろう と。 日常生活、そして、 最終 的には死後の処理を どう しようか、非常に心 配
だという高齢者の深 刻な 悩みが潜んでいるケ ース かと思われます。
３つ目と４つ目は 、本 人ではない方からの 御相 談です。ケアハウス 入居 中、あるいは地域包 括
支援センターの見守 りの 対象となっているよ うな 方、すなわち判断力 につ いて少々疑問がある か
なという方が、100万円 以 上の契約をしようと して いることについて、周囲 の 方から、相手方事業
者は信用できるだろ うか との問合せが入って いる ものでございます。
最後に、解約に関 して の具体的な相談事例 を書 かせていただいてお りま す。
病院で、手術の際 の立 会人が必要だと言わ れた が、身寄りがない。 そこ で、事業者と契約し て
立会人になってもら おう とした。ところが、 契約 金は月々１万円かか る。 支払っていけるかど う
か不安だと思って、 それ を相手方事業者に伝 えた ら、払えるときに払 って くれればよいと言わ れ
た。だったらよいか とい うことで契約をした けれ ども、後になって、 そう した支払い条件が書 面
になっていないこと に不 安を感じ、書面にし てほし いと相手に求めたと いう ことです。ところが 、
それはできないと断 られ た。それなら解約し たい と言ったら、十数万 円の 請求書が届いた。何 の
根拠でそのようなお 金を 請求されるのか、事 前に 説明はされていない、不 満だという内容でご ざ
います。
御本人の御主張で すの で、もしかしたら事 前に 契約内容や解約条件 の説 明はあったのかもし れ
ません。でも、全く なか ったのかもしれない 。少 なくとも、御本人が わか るような、理解でき る
ような形で説明が実 施さ れなかった疑いが濃 いの ではないかと考えざ るを 得ないかなと思って お
ります。
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裏面を御覧くださ い。
身元保証等生活サ ポー ト事業に関する高齢 者の 多くの相談を受け付 けて 、研究を重ねていっ た
ところから、高齢者 支援 グループがこの事業 の課 題、問題点であると 考え た４つをここに挙げ て
おります。
１つ目は、将来に おけ るサービスの提供の 保証 がないことです。多 くの 場合、サービス提供 時
期は、御本人が亡く なっ たときやあるいは御 本人 が病気になったり、 判断 力が衰えたとき、未 来
の時点でございます 。何年 先になるかわからな い。本 当に将来サービスが 受け られるのだろうか、
あるいは、多少は受 けら れるにせよ、それの 質や 量が契約の際に説明 されただけのものが確保 で
きるのかどうか、消 費者 だけではなく、事業 者自 身にもわからないの では ないかという懸念が ご
ざいます。そもそも 、事 業者には倒産リスク があ ります。倒産した場 合は 、サービスが提供さ れ
ないことになります 。
２つ目は、契約内 容の 履行を契約者が確認 でき ないことです。葬儀 やお 墓への納骨など、死 後
の事務処理サービスにつ いては、そういった 御心 配がある方は非常に 多く て、契約なさる方が 多
いのですけれども、 当然 、死後のことですか ら、 御本人は履行確認で きま せん。適切にサービ ス
が本当に提供された のか 確認できません。
また、死後だけで はな く、認知症の進行等 によ り判断力が低下して しま った場合は、いろい ろ
な生前のサービスにせよ 、御本人が適切にサ ービ スが提供されている のか どうかを確認できない
ことになります。親 族や 後見人等がいれば、 こう した方が契約どおり のき ちんとした履行がさ れ
たかどうかを確認す るこ とになりますが、こ うし た契約をなさる方は、往 々にして身寄りがい な
いからこそ契約する わけ ですし、したがって 、履 行確認をする方が誰 もい ないという事態が発 生
しております。第三 者機 関によるチェック機 能が あれば、履行の担保 があ るのではないかと考 え
ているところです。
３つ目、高齢者に とっ て複雑な契約内容で 理解 が困難であること。 事業 者が提供しているサ ー
ビスは、生前におけ る身 元保証から日常生活 の支 援、万一の場合のサ ポー ト、死後の事務処理 、
非常に多岐にわたっ てお ります。非常に複雑 な契 約内容となっており まし て、どのような場合 に
どのようなサービス が提 供されるのか、契約 書を ちょっと見た程度で は理 解できません。まし て
や、理解力、判断力 が低 下している高齢者が 契約 内容を理解するのは 非常 に困難であると思わ れ
ます。結果として、 事業 者さんの言うままに 、必 要のない高額なサー ビス まで含めて契約して し
まったり、あるいは 、消 費者にとって不当に 不利 な契約内容にサイン して しまったり、そうし た
可能性がございます 。
４つ目、前受金（ 預託 金）の保全義務がな いこ とでございます。契 約時 に、一定の金額を前 払
いする契約形態をと って いる事業者が多くな って おります。預託金で すけ れども、この前受金 に
ついて、例えば信託 銀行 等に事業者が信託し てい れば保全はされるこ とに なるのですけれども 、
しかし、保全措置を 講じ るかどうかは事業者 次第 という状況です。そ のた め、前受金を支払っ て
いるにも関わらず、 事業 者が倒産してしまっ た場 合、サービスは受け られ ないし、お金も一切 返
ってこないことにな って しまいます。事業者 に対 して、信託制度の活 用を 義務付けるなど、法 律
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で前受け金の保全措 置に ついて規定していた だけ たらありがたいと考 えて いるところでござい ま
す。
簡単ではございま すが 、以上で、当センタ ーか らの説明を終わらせ てい ただきます。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。

ただいまの説明の 内容 について、御質問、 御意 見のある方は御発言 をお 願いいたします。
増田委員、どうぞ 。
○増田委員

御説明 あり がとうございました 。

これらのサービス の一 つ一つが、全て消費 生活 相談の現場では問題 にな るものだと理解しま し
た。例えば家賃保証 の会 社と同種の保証問題 があ るとか、預託金の保 全義 務とか、一つ一つの サ
ービス全てが、既に 発生 していて、全てここ に集 約されて一つのサー ビス として取りまとめて 提
供する形式になって いる ので、非常に大きな 問題 を抱えていて、しか も、現実には大変必要性 の
高いものということ で、 これから大変に改善 の余 地があるものだろう と思 いました。
そこで、池田様に お伺 いしたいのですが、 先ほ ど、これは非常に重 要な 必要性の高いもので あ
るということをおっ しゃ って、私もそう思う ので すけれども、今後に つい て、一つ一つのサー ビ
スについて細かい取 決め をきちんとして、そ れを丁寧に説明して理解 して もらうべきことだと 思
います。その辺につ いて 、何かこうしたほう がい いというお考えがあ るか どうかをお教えいた だ
ければと思います。
○シニアライフ情報 セン ター池田代表理事

一つ は、先ほど申し上げたよ うに非常に不透明で あ

るということが、一 番の 大きな課題かと思っ てい るのです。まずは私 は情 報公開をしっかりや る
べきだと思っていま して 、これはどこがおや りに なるのかわかりませ んけ れども、登録制にす べ
きだと思っています 。
実は、本当に２、３日前 の話なのですけれど も、電 話が来まして、
「保証人 の 事業を始めました、
今、パンフレットを作って 各病院の窓口に置い てい ます」と。
「どういう団体 ですか」と聞いたら、
「私は１人でやって いま す」と。資 格はあるのです かと言ったら、
「 何も資格 はありません、やる
こと自体は私はわか らな いので、教えてほし いの です」という電話が あり ました。これは怖い と
思いました。この間 、日 本ライフ協会が元会 員さ んに出した情報にも 、77社の保証人をやって い
る団体名が出ていた かと 思うのですが、実際 には もっと多いと思いま す。誰もそれを把握はし て
いません。まずは、 どこ がどういう内容でや って いるのかということ の情 報公開を何らかの形 で
してほしいというの が、 第１番の要望でござ いま す。
もう一つ、預託金の管 理です。私は事業者 の立 場に立つと、先ほど も東 京都のほうでもおっ し
ゃいましたけれども 、非 常に未確定なサービ スを 引き受けるわけであ って 、本人によって20万 で
済む人もあるかもし れな いし、100万以上 かかる人 もあるかもしれない とい う請け負う側のリス ク
がある事業だと思っ てい ます。
ただその前に、入 居時 に払った費用のうち 何が 預託金で、何がいわ ゆる 入居時に償却されて し
まうお金なのかとい うこ とが明確になってい ない ので、そういうこと を含 めて全部情報公開を し
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てほしい。その上で 預託 金の管理をどのよう にす るのか、検討が必要 だと 思います。
実は私たちがスキ ーム を作ろうとしたとき に、 できるだけ預託金を 預か らない方向でいこう と
考えてはいるのです けれ ども、先ほどの死後 事務 だったり、あるいは 入院 時の費用だったりと い
う預からざるを得な い費 用が生じてきたとき に、 その費用をどういう 形で 預託をしていくのか 。
今、信託だとか、 第三 者機関だとか、いろ いろ あるのですけれども 、実 は、全部手数料がか か
ってくるのです。別 途手 数料がかかるのだけ れど もと言った途端に、利用 者としては「あなた の
ところを信用するか ら」 となってしまいかね ない ので、ここら辺をど うし ていくのかというの が
今後の課題かもしれ ないと思っています。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、なかなか見 えて こないこの分野の実 情を 御紹介いただいたと いう ことで、感謝申し上 げ
たいと思います。
その中で今、補足 の御 説明の中でも出てき た問 題意識につながるの です が、77社ほどある、 そ
の中の大手と目され る４ 社について実情を紹 介し ていただいたのです が、 この４社の中におい て
さえ、預託金の管理 とい うのが、信託も含め て別 法人というのと、契 約法 人または別法人と選 べ
る。結局のところ、 不正 経理になったところ は自 社で持っていて、や りく りに回ってしまった の
ではないかという気 がす るのですが、そうい った 預託金などをこの４ 社以 外の情報はあるいは お
持ちではないのかも しれ ないのですが、別法 人が 保管をするという体 制で やっておられるとこ ろ
と、自社で保管をし てい るというところが、 この ４社以外を見渡して 、概 要ででもどのような 状
況なのかというのは おわ かりなのかという点 が一 点です。
それから、例えば 信託 会社にとなると、預 託を してそれを一定の条 件の もとに払い出すこと に
なると思うのですが 、先 ほど東京都のセンタ ーか らのお話でもあった かと 思うのですが、ある い
は今の池田様の御説 明の 中でもあったかもしれな いのですが、どのサ ービ ス提供で幾らをどう 払
うのかという目安が 見え ないために、第三者 保管 にしたときに、そこ から 幾らをどう充当する か
というところのルー ルが ないのではないか。 そこ をある程度ルール化 して おかないと、管理の 問
題と適正な実行、一 定の サービス提供をした こと に対して必要な対価 を支 払う、あるいは事業 者
として受領する、こ れは ある意味、当たり前 のこ となのですが、そこ を「 見える化」していく た
めにどうしたらいい かと いうのが、一番悩ま しい ところだと思うので すが 、そこが、４社に限 ら
ず事業者全体として 今、 どういう実情なのか とい うことを、もしおわ かり でしたらお教えいた だ
きたいと思います。
○シニアライフ情報 セン ター池田代表理事

すみ ません。実はほかの とこ ろというのはほとん ど

わかっていないので す。 ヒアリングをして、 十分 なヒアリングではな いこ ともわかっています け
れども、私たちが知 りた かったことは、ヒア リン グである程度把握で きた かなとは思っている の
です。
先ほども申し上げ たの ですけれども、途中 経過 の預り金が悪いわけ では ないと思うのですけ れ
ども、一つ言えるこ とは 、第三者契約という 形で 管理するなり、ある いは チェック機構が入っ て
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いるところに関して は、 そう大きな問題は起 こっ ていないと思うので す。日本ライフ協会のほ う
でも、二者契約と三 者契 約とを選択するよう にな っていたのです。三者契 約をしているお金に 関
しては問題なかった とい うことがあるので、 ある 意味では、第三者契 約に よってトラブルはか な
り防げると思います 。
ただ民間の問題だ けで はなくて、今、後見 の専 門の士業の方たちに も不 正が起こっています 。
これも二者契約なの です 。これは共通して大 きな 問題だと思っている ので す。ここら辺のとこ ろ
を我々も議論をしつ つ、 大きな財産管理はど うす るのだということが 問題になっています。預 託
金どころの話ではな くて 大変大きなお金の管 理で すが、専門職は、二 者間契約でそれを管理さ れ
ているということな ので 、ある意味では、監 督人 は付いているにしろ非常 に危険だなと、むし ろ
そちらのほうの危険 性み たいなものが私たち はよ く話題になってはい るの ですけれども、答えに
なっていないかもし れま せんが、そう思いま す。
○河上委員長

ほか には いかがですか。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

今の財 産管 理に関して、例えば 家族 がいれば、後見人と か身 元保証人は要らなく な

って、うちの母など もそ うですけれども、兄 が見 ていて、一番は年金 の問 題です。年金が入っ て
きている。それの管 理を 今のところは家族が やっ ていますが、この年 金も 含めて任意後見人が 面
倒を見ていくという こと になると、それの行 方が どうなるのかとか、 そう いうことのチェック も
今後必要になってく ると 思うのですけれども 、そ の辺のところはいか がな のでしょうか。
○シニアライフ情報 セン ター池田代表理事

おっ しゃるように、この 過程 の中にどう二重、三 重

にチェックをしてい く機 能を作っていくのか なと いうのが一番の課題 だと 思っているのです。 だ
から、後見人の場合 は監 督人が付くのですけ れど も、それで十分かと いう と、現実問題として 不
祥事は起こっている ので 、だとしたら、それ では 不十分だねといった とき に、どういうチェッ ク
体制があるのかは、 これ から考えていかなけ れば いけない問題かなと 。
私どものほうとし ては 、チェック体制の一 つと して、外部監査委員 会み たいなものを組織の 中
で立ち上げてそこで もう 一つチェックをしま しょ うということと、大 きな お金の直接管理はし な
い。お金がかかって も、 信託など第三者機関 に預 ける方向にしなけれ ばい けないかなと、そう い
うことを消費者にわ かっ てもらう。この間、 うち もセミナーをやった ので すけれども、それを 口
酸っぱく言いました 。や はり安全を担保しよ うと 思ったときには、消 費者 自身もそこはかぶら な
ければいけない、そ れを 理解してほしいのだ とい うことを申し上げた とこ ろなのです。
○河上委員長

池本 委員 長代理、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

先ほどの質疑のと きに、成年後見制度のとこ ろで も悩ましい問題が同 じよ うにあるということ、
私も非常に共感を覚 える ので、それに関連し て意 見と質問になるので すが 、私も職務上、成年 後
見人になったり、あ るい は監督人になったりなど というものに関わっ てき ているのですが、裁 判
所が選んだ成年後見 人で すら、これは親族の 成年 後見の場合と専門職 の場 合両方ですが、そこ の
中でも不明瞭な処理 があ って問題になって解 任に なるという事件が年 に何 件かありますし、金 額
23

も大きい問題がある 。こ れについては、裁判 所が 最近はちょっと運用 を変 えて、一定額以上の 預
貯金がある場合は、後見信 託を利用しなさいと 勧告 をして、そちらに移す。そ れから、年に１回、
財産目録を作って報 告書 を出すという形にど んど ん変えてきています 。対 象者が判断能力が不 十
分で、自らチェック をし たり、自らコントロ ール できないものは、二 重の 信頼している相手方 と
は別の人がいないと いけ ない、財産管理と業 務と は分けなければいけ ない というのは原則なの だ
ろうと思うのです。
そこで、お伺いし たい ところなのですが、 先ほ どおっしゃっていた 契約 内容の透明化という 問
題と、財産の管理の 面と 契約内容の確認の面 を業 務の中でどう分離し てい くのか。しかも、委 任
をする本人からすれ ば、 あなたを信頼するか ら１か所で、そのほうが 安上 がりとどうしても思 い
がちなのですが、一 定の ルールでこういう形 にな るのですという線引 きを することで、その業 界
の中で統一していく 余地 があるのかどうか、その 辺りの実情なりお考 えな り、お伺いできれば と
思います。
○河上委員長

これ は、 池田代表理事ですか。難 しい質問で申しわけ ない です。

○シニアライフ情報 セン ター池田代表理事

一つ の方法は、先ほど届 出制 ということを申し上 げ

たと思うのですけれ ども 、私はそれを横串で 刺せ るような標準化とい いま しょうか、届出標準 化
みたいなものがあれ ばあ る程度比較ができた り、 一般の人でもわかり やす くなるなと思ってい る
ところなのです。
○河上委員長

ほか にい かがでしょうか。

我々は既に、有料 老人 ホームの問題という もの を経験はしているの です けれどもね。
増田委員、どうぞ 。
○増田委員

私も、 まさ に有料老人ホームの 最初 のころのお話と非常 に近 いなという感じを受 け

ておりまして、例え ば前 払金の返還について も、 長い期間を経てある 程度 の制度ができたとい う
ことがありますので 、徐 々にそういうものが でき ればいいなと思うの です けれども、今回専門 分
野として情報収集さ れた からこそ、課題を把 握さ れたのだと思います 。
東京都としては、 せっ かくこういう形でま とめ られたと思いますの で、今後何か情報発信をす
る御予定があるのか どう か、あるいは要望書や提 言などそういうこと をお 考えなのかをお伺い し
たいと思います。
○東京都西尾消費生 活専 門課長

とりあえず 、当 面の期として要望と いう ことは考えておりま せ

んでした。我々とし まし ては、区市町村にこ うい う相談の問題性につ きま して広く知らせ、こ う
いう相談が来た場合には 、こうお答えするの が、 その御相談者、消費 者の 方の利益になるよと い
うお話をするのが一 番の 目的で、課題整理を して きているところがご ざい ます。
その上で、都内の 高齢 者支援のためのいろ いろ な施設と、より連携 がと れないかということ は
常に考えているとこ ろで ございまして、社会 福祉 協議会が似たような サー ビスを既にやってい ら
っしゃるところもあ る。 そういったところに つい て、もう少し情報収 集を し、せんえつながら現
在やっていらっしゃ らな い社会福祉協議会に やっ てはどうですかみた いな 提案をさせていただ く
ことも考えていきた いな というところでござ いま す。
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○東京都待鳥相談員

少 し補完させていただ きま す。

相談現場でこうし た相 談を受けております と、 とにかく身寄りがな い、身寄りがなくて、自 分
の将来が不安である とい うことについて、ま だ判 断能力があって相談 をし てこられるという方が
相談現場に入ってき ます 。こういう方々に、 私ど もはまず契約内容を 確認 してくださいと言っ て
おりますが、例えば先ほど 池田様の御説明にあ りま したA社をとりまして も、契約書はたくさんあ
ります。例えば、生 前契 約基本契約書、任意 後見 契約書、生前事務委 任契 約書、遺言公正証書 、
負担付贈与契約書、 こう いったものを契約さ せま す。判断力のある方 でも 、これだけの内容を 理
解するのはほとんど 難し い状況にあって、後にな って私どもが聞き取 りを しましても、何を契 約
したのかということ を、 ほとんど理解されて おり ません。
契約の内容につき まし ては、例えばここのA社の 場合は、200万円パ ックの 場合、利用申込金が
５万円、利用者分担 金15万円、保障パック事 務手 数料３万円うんぬんと死 後事務に必要なお金 、
預り金として100万円、生 前事務に必要な必要 の預 託金70万と、費用の内訳は きちんと契約書に書
かれており、そ の説明は受 けております。受けており ますが、この制 度を利用す るときになると、
ほとんど覚えていな い状 態になることが多い です ので、理解ができな いと いうことになってく る
と思います。まずも って 、自分が預けたお金 がき ちんと預託されてい て、 倒産してしまった場 合
に返ってこないこと があ るということを御理解さ れていませんので、 その ことをわかっていた だ
く必要がありますが 、そ れ以前に、法的にま ず届 出制度あるいは登録 制度 を設ける、最低でも 保
全義務をかける、万 が一 事業者が倒産しても信託 会社が信託してあれ ば信 託財産には傷が付か な
いということで、そ うい った規制は最低でも して いただければといい なと 私どもは思っており ま
す。
先ほど、西尾課長 から お伝えしましたよう に、東京都の場合は社会 福祉 協議会で同様のサー ビ
スをしております。 例え ば足立区ですと「高 齢者 あんしん生活支援事 業」ということで行って お
りますが、利用に制 限が かかってまいります 。例 えば65歳以上ひとり 暮ら し、親族がなし、財 産
は3,000万円以下、 住民税 非課税、または課税 所得 があっても160万円 以下と いうことになってく
ると、非常に使える 人が 限られてくる現状が あり ますし、このサービ スで さえ、52万円の預託 金
が必要になってきま す。 相談現場にいて一番 痛感 しますのは、こうい った 預託金すら払えない 人
も、保証人を立てな けれ ばいけない現実があ ると いうことです。そこ のと ころは、是非委員の 先
生方にも御理解をい ただ ければと思います。
これは非常に必要 なサ ービスだと私も思い ます 。しかし、民間の会 社が営利を目的としなが ら
こうしたサービスを 展開 していくことには、限界 があるのかなという 気が しています。
それはなぜかと申 しま すと、高齢者の対応 をし ていて、一番大変な のは 、聞き取りや対応に 時
間がかかることです 。こ ういった生前契約の 事業 者さんも日常生活支 援と いう中で、高齢者か ら
の呼出しがあったら 、そ のお宅に駆けつけて 、い ろいろなお手伝いを する ことになります。そ の
ときに、高齢者の方 はほ んのちょっとした心 配事 でも電話をしてくる ので す。それでも、事業 者
さんは契約している 以上 、出掛けていかなけ れば なりません。そうす ると 私は、この事業は果 た
してマンパワー的に、こ れからの高齢者の増 加を 見越したときにやっ てい ける事業なのか、民 間
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の事業者さんとして やっ ていける事業なのか とい うのは、相談現場に いて も非常に疑問を感じ て
います。
本当に保証人も立 てら れない、預託金も払 えな い、生活保護ぎりぎ りの 人でもこういったサ ー
ビスを必要としてい る、でも、利用できない 現実 もあるということも 踏ま えて、今の高齢者に 非
常に手がかかる、だ から 、民間の事業者が利 益の 追求をしながらこう した サービスを提供して い
くことに限界はない のか という問題提起をさ せて いただければと思い 、発 言させていただきま し
た。どうも失礼しま した 。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

本来は身元保証制 度そ のものも考えないといけ ないところではある ので すけれどもね。ただ 、
実際に遺体などを引 き取 らないといけないと か、 いろいろな要請があ って 、身元保証というも の
が要求されているわ けで すけれども、通常の 身元 保証人という形まで 必要 なのかというところ も
考えないといけない 時期 に来ているのだと思 いま す。
予定していた時間 が過 ぎてしまったのです けれ ども、先ほど来、池 田理 事がおっしゃってい ま
したが、不透明なと ころ が多過ぎる感じがい たし ます。契約の入り口 、内 容、運用、全てにお い
て透明度が余りにも 低い。しかも、このサー ビス に関しては、実際に 実施 されるときに、それ を
コントロールできる 人が いないという問題が 内在 しているわけです。
それにしても、現 代の 超高齢者社会では、 こう いうサービスに対す るニ ーズは必ず大きくな っ
ていくと考えられますか ら、まず、必要なこ とは 、恐らく正面からこ うい うサービスというも の
の存在と事業を認め ると いうことでしょう。 それ がスタートだと思い ます 。それで、初めてど こ
がそれを監督するか とい うか、隙間にならな いよ うにどこが責任を持 って 考えるかを検討して い
かねばならないだろ うと 思います。
私は、実は民法を やっ ている人間なのです けれ ども、個人的には、 不特 定多数の人間から預 託
金として預かる場合 は、 信託業に当たるので はな いかと考えております。 そうなると、分別管 理
の義務であるとか、 一定 の報告義務とか、あ るい はそれの管理内容に つい ての通知義務とか、 い
ろいろな義務が発生 する はずで、本来であれ ば、 法的にも信託銀行が 絡ん でくる可能性が高い と
思うのです。それは 本人 が望むかどうかに関わら ずです。
いずれにせよ、いろい ろな問題をもう一度 しっ かりと考え直して、 この 業態がどうあるのが 一
番いいのか考える必 要が あります。例えば、 倒産 リスクは、信託でし たら 一応、倒産隔離が認 め
られます。倒産リス クに 限らず、一つ一つや れる ことを検討してみる 価値 はあると思います。
それにしても、実 態が必ずしも明らかでな いの で、池田理事からア ンケ ート調査の結果を教 え
ていただいたこと、 東京 都からさまざまな事 例の 分析をいただいたこ とは 有難く思いました。 恐
らくこれは氷山の一 角で 、問題そのものが顕 在化 しにくいタイプの問 題で すから、高齢の顧客 が
我慢して、あるいは 気が付かないで問題にな って いるケースもあるの だろ うと推察いたします 。
消費者委員会として も、引き続き関心を持っ てこ の問題について取り 組ん でみたいと思ってお り
ます。
本日は、身元保証 等生 活サポート事業につ いて 、これから需要が増 大し ていく業態の割に、 業
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界団体とか関係法令 とい うものがなく、課題 も多 く存在しているとい うこ とが非常によくわか り
ましたので、また今 後検 討を進めたいと思い ます 。大変ありがとうご ざい ました。
本日の議題は以上 にな ります。

≪４．閉会≫
○河上委員長

最後 に、 事務局から今後の予 定に ついて御説明をお願 いい たします。

○丸山参事官

次回 の本 会議の日程や議題に つき ましては、決まり次 第、 委員会、ホームペー ジ

等を通じまして、お 知ら せさせていただきま す。
なお、この後委員 間打 合せがございますの で、 委員の皆様におかれ まし ては、委員室にお集 ま
りください。
○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 忙しいところをお集 ま

りいただきまして、 あり がとうございました 。
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