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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221回本会議 」を 開催いたします。
それでは、本日の配付 資料の確認について 、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、資料２に つき まして、消費者基本 計画 関係の資料となって おり ます。
参考資料もついて おり ます。
不足がございまし たら 、事務局のほうまで お申 し出ていただきます ようよろしくお願いいたし
ます。

≪２．消費者基本計画工程表の改定素案について≫
○河上委員長

本日 の議 題は「消費者基本計 画工 程表の改定素案につ いて 」でございます。

本件につきまして は、 昨年の３月に第３期 の計 画が閣議決定されま して 、昨秋以降、消費者 庁
から基本計画工程表 に盛 り込まれた各施策の 進捗 状況についてヒアリ ング を重ねてまいりまし た。
個別のテーマにつ きま しては、昨年12月か ら本 年１月の本会議にお いて 、電気通信サービス に
係る消費者保護、商 品先 物取引法の不招請勧誘規 制緩和後の現状、高 齢者 向け住まい、さらに 、
基礎ぐい工事問題の 実施 状況や今後の取組等 につ いて、関係省庁から 順次 ヒアリングを行って き
ました。その上で、 計画 の実施状況に関する 検証 評価において、特に 留意 すべき事項や計画工 程
表の見直しに向けて 具体 的に検討すべき課題 につ いて、本年２月に意 見表 明を行ったところで あ
ります。
その後、消費者庁 をは じめとする関係府省 庁等 では、この意見も踏 まえ つつ、工程表の検証 評
価及び見直し作業を 行い 、取りまとめられた 工程 表の改定素案が本年 ４月 にパブリックコメン ト
にかけられました。
本日はその改定素 案の 内容について、消費 者庁 にお越しいただいて、説 明を伺った上で意見 交
換を行いたいと思い ます 。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しいとこ ろを御 出席いただきまして 、あり がとうございます。
それでは、大変恐 縮で すけれども、20分程 度で 御説明をお願いいた しま す。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

消費者政策 課長 の鈴木でございます 。よ ろしくお願いいたし ま

す。
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資料は２つござい ます が、今、委員長からもお 話がございましたよ うに 、現在、パブリック コ
メントを４月21日か ら５ 月20日までというこ とで 実施しております。 パブ リックコメントを実 施
しているものが、資 料２ 「消費者基本計画工 程表 改定素案」でござい ます 。現行の工程表から の
変更箇所に線を引い てお ります。
また、本日の説明 用に 、ポイントをわかり やす くまとめる観点で、 資料 １ということで、A4横
長の２枚物を作ってござ います。
最初に、工程表の全体 の構成について簡単 に御 説明させていただき ます。
資料２をめくってい ただ きますと、目次がご ざい ます。工程表では、 基本 計画を受けまして、
消費者政策を大きく ６つ の項目、１番目の「 消費 者の安全の確保」か ら６ 番目の「国や地方の 消
費者行政の体制整備 」ま でに整理をして、ま た、更にその中を幾つか に分 けております。
工程表につきまし ては、各施策についての取 組予 定を示す帯表があり、ここ には項目ごとのKPI
を設定してございま す。 それから、６ページ から 始まりますが、それ ぞれ の項目について施策 を
文章で説明しており まし て、帯表、KPI、施策 の説 明の文章ということ で構 成されております。
全体的にKPIの現状 や施 策の説明の文章のと ころ に、平成27年度の状況・実 績を全ての項目につ
いて追記しておりま して 、分量的にはほぼ倍 にな っておりますが、全 て説 明している時間がご ざ
いませんので、ポイ ント ということで資料１ を中 心に御説明をさせて いた だきたいと思います 。
資料１の１枚目で すが 、昨年の基本計画策 定後に消費者委員会からいた だいた建議・意見等 へ
の対応ということで 、こ の１年間委員会から 建議 や意見を幾つかいた だい ておりまして、それ に
対する記述としてど うい うものを入れている かと いうことでまとめて ござ います。
この建議・意見の 並び 順は、委員会からい ただ いた時系列ではなく て、 先ほど申し上げた項 目
の順番、安全から始 まる６項目の項目順に並 べて おります。
最初は、基礎ぐい 工事 問題でございます。これ は委員会から今年の ２月 に意見としていただ い
たものでございます けれ ども、それに対する対応 と いうことでは、
「該当箇 所 」のページを見てい
ただいたほうがわか りや すいと思いますが、 まず １の（１）の⑤でご ざい まして、これは新し く
「基礎ぐい工事の適 正な施工を確保するため の取 組」という項目を立 てて おりますが、帯表では
２ページ目、施策の 説明 の文章では７ページ 目と いうことになります 。
資料１の真ん中の「追 記・修正内容（工程表 文章 部分の抜粋）」という欄で すが、全て抜 粋をし
ているわけではなく て、 ポイントとなる部分だけ 抜き出しております 。資 料の見やすさ、整理 の
関係で、本文では７ 行ぐ らい書いているものを３ 行ぐらいにして１つ 目の ポツで要約をしてお り
ます。
この基礎ぐい問題の関 係は、安全の部分だ けで はなくて、次の該当 箇所 、３の（２）の⑩の と
ころで、既にありま した 「住宅リフォーム等 にお ける消費者保護」と いう 項目の中に、説明の 文
章では75ページです が、75ページの下のとこ ろから 「基礎ぐい工事問題 の発 生を受けて、施工に
関する情報開示の在 り方 について検討すると とも に、その検討結果を 踏ま え、所要の対応を実 施
する」と追記してお りま す。抜粋にはこの項 目の 文章は書き切れてお りま せんが、３の（２） の
⑩、取引の適正化のとこ ろにも、基礎ぐい問 題の関係で追記があると いう ことでございます。
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また、該当箇所の ３つ 目、５の（１）の⑦ 、こ こは消費者の被害救 済の枠組みのところです け
れども、131ページ 、⑦の 「住宅トラブルに関 する 紛争処理」という従 来か らあった項目ですが、
ADRや電話相談の受付 とい うことで、基礎ぐ い工事問 題についても電話相 談や専門家相談を受け付
けるということを明 記す る追記をしてござい ます 。
このような感じで 資料 １を作っておりまし て、 この調子で全部説明 して いくと20分で終わりま
せんので、資料１の １枚 目はそのような感じ でま とめているというこ とで 、該当箇所のページ を
御覧いただいて、御 指摘 、御意見をいただけ れば と思います。
資料１の１枚目の 一番 下の※印ですが、一 番直 近にいただいた建議 「健 康食品の表示・広告 の
適正化に向けた対応 策と 、特定保健用食品の 制度 ・運用見直しについ ての 建議（平成28年４月12
日）」への対応について で ございますが、これにつ き ましては、工程表の44ペ ー ジから45ページに
かけての既存の記述 の中 で取組の内容として は入 っているということで、 現時点では整理をし て
ございます。
44ページの①は「新た な 食品表示制度（食品の機 能 性等を表示する制度 を含 む。）の円滑な施行
等」ということで、 この 中に、新たな食品表 示制 度についての普及啓 発、 理解促進、あるいは 制
度の適切な運用とい うこ とを書いております 。
44ページ下の②は 「い わゆる健康食品も含 めた 食品の表示・広告の 適正 化」ということで、 食
品の機能性等を表示 する 制度に関して、執行 体制 の整備も含めて関係 機関 と連携して監視を強 化
する、法令違反に対 して は厳正に対処する、 健康 食品に関する留意事 項の 周知徹底を行う等に よ
って表示・広告の適 正化 を図るということを 書い ており、建議でいた だい た広告の適正化と特 保
の制度運用について は、 既存のこれらの部分で読 めるということで、 新た な施策の説明の文章 と
しての追記は今の段 階で はしていないという こと でございます。
資料１の２枚目に 行っ ていただきまして、 今説 明した１枚目は委員 会か ら建議や意見をいた だ
いた項目について整 理を したものですが、そ れと は別に、最近のいろ いろ な事案や取組の進捗 を
踏まえて追加をした 部分 をまとめてございま す。
こちらは抜粋とい う形 で作っていないので 、該 当箇所のページを御 覧い ただくことになりま す
が、新たに丸レベルでの 項 目を追加したものと して、
「軽井沢スキーバス事故 を 受けた対応」とい
うことで、該当箇所とし ては１の（１）の③ 、帯 表では１ページ目、 施策 の説明の文章では６ ペ
ージ目になりますが 、丸 数字レベルでの項目とし て「軽井沢スキーバ ス事 故を受けた対応」を新
設しております。
また、
「廃棄 食品の不正 流通事案を受けた対 応」ということで 、１の（ ４）の⑬という項目を追
加しております。帯 表では26ページ、施策の 説明 の文章では33ページ でご ざいます。
この２つについて は、 丸数字レベルでの項 目を 追加しました。
そのほか、新たに帯が追 加されたものという こと で、例えば、
「子供の事故 防止に関する関係省
庁連絡会議の開催」につ いては、１の（１）の⑦ 、帯表では３ページ です が、従来から、子供 の
不慮の事故を防止す るた めの取組として、消 費者 庁でやっている「子 どもを事故から守る！プ ロ
ジェクト」のことを記述 していましたけれど も、 それに加えて新たな帯と して、関係省庁連絡 会
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議を作るといったこ とを 追加しております。
ポイントのみ説明 する と15分で終わってし まっ たのですが、これを 全部 説明すると20分を超 え
てしまうので、ひと まず ここまでにさせてい ただ きます。
あと、今後の段取 りについてですが、５月 20日 までパブコメをして おり ます。今日の委員会で
の御説明を受けて、消費 者委員会からも御意 見が 出されるものと思っ てお ります。その後、パ ブ
コメの意見や消費者 委員 会の御意見を踏まえ て、 また、庁内の関係課 や関 係省庁と調整をし、 改
定素案を更に修正して、 最終的な改定案とし、６ 月には決定したいと 考え ております。
説明をはしょり過 ぎか もしれませんが、も っと ここの説明をという 御指 摘があればさせてい た
だきます。
○河上委員長

短い 時間 で急がせてしまって申し 訳ございませんが、 基本 的にはこの資料１で 書

かれている部分が追 加・ 修正があったところ とい うことですので、こ の辺りを中心に御意見、 御
質問等があれば追加 して いただければと思い ます 。
それでは、御質問 、御 意見のある方は発言 をお 願いいたします。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。

項目がたくさんあ るの で、一つ一つお聞き する 時間は十分ないので すが 、気になる点で、資 料
１の先ほど一言御説 明の あった欄外の健康食 品の 表示・広告の適正化 の関 係です。４月12日に 当
委員会で建議を出したも ので、その対応は従 前の 記載で読み込めると ころ であるとコメントを し
ておられます。本体 の44、45ページがその対 応箇 所だと御説明をいた だき ました。
ただ、ここでは、 特に44ページの末尾②、 ③の辺りがそれだろうと思 うの ですが、現在の法制
度のもとでの執行体 制の 整備や監視の強化と いう ところは記述されて いる のですが、当委員会 の
４月12日の建議では 、当 面の運用についての 意見 とともに、現在の法 制度 の見直しを含む検討 を
求めるということも 記載 していたはずです。
その辺りは、その 建議 での意見の中身を踏 まえ て検討した結果、そ こは 対象にする必要なし と
いう趣旨なのか、そ れと も直近に出した意見 です ので、まだ十分な検 討、 結論まで至っていな い
と理解すべきところ なの か、その辺りの議論 状況 がおわかりになれば 教え ていただきたいと思 い
ます。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

４月にいた だい た建議ですので、ま だ検 討が十分に進んでい な

いのが現状で、検討 する 必要がないという結 論に なったとは認識して おり ません。
○池本委員長代理
○河上委員長

わか りました。

残さ れた 検討課題や「いわゆ る健 康食品」という概念 がか なり広いので、入れ よ

うと思えば入れられ なく はないのでしょうけ れど も、できれば特保に 特化 した形で出した建議 で
すので、私もそれに 合わ せる形の書き込みが なさ れたほうがいいよう に思 います。
ほか、いかがでし ょう か。
阿久澤委員、どう ぞ。
○阿久澤委員

関連 です けれども、委員長、 委員 長代理からも指摘、御意 見があったように、従
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前の記載で読み込め ると いうことですが、私 には 読み込めない内容も あるのではないかと思いま
す。検討しないわけ では ないようですので、 これ も項目として入れて いた だければと思います 。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

樋口委員、どうぞ 。
○樋口委員

細かい ことというか、字句の問 題な のですけれども、倫 理的 消費というところで す

が、例えば108ペー ジで、 これまでは倫理的消 費に 関する研究会を開催 した という記述に続けて、
今後は、倫理的消費 を普及 させていくと書いて いる のですが、実は倫理 的消費 という概念自体が、
まだ確固たる社会的 なコ ンセンサスを得てい ない のではないかと思い ます 。エシカル消費や持 続
可能な消費などいろ いろ な言い方をすること があ りますし、それに よって受 け止め方が違うので、
研究会での検討は非 常に 重要だと思いますが 、実 は大詰めではありま すけ れども、研究会の中 間
取りまとめもまだ出 てい なかったかと思うの です 。
したがって、この 項目 自体は、大切なこと だと 思うのですが、例え ば「倫理的」消費と言っ た
途端に誤解をする人 もい るのではないかと思 いま す。消費そのものを 何か 倫理に基づいてやる の
だということだけが ひと り歩きするのは問題 があ るので、例えば言葉 を若干 補うとか、あるいは 、
持続可能な消費の表 現で よろしければ、
「持続可 能 な消費等」でもいいかも し れませんが、倫理的
消費という言葉を社 会的 に定着させることを 含め て、ここのところは慎重 に表現されたほうがい
いのではないかと、老婆 心ながら若干気にな りま した。
以上です。
○河上委員長

何か ござ いますか。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

今御指摘の あっ た倫理的消費の研究 会は、中間取りまとめがま

だ正式に公表されて いま せんが、中間取りま とめ を踏まえて、もう少 し説 明を補足するなど、 検
討したいと思います。
○樋口委員
○河上委員長

そうで すね 。補足して、わかり やす くしていただければ と思 います。
中間 取り まとめは、いつ頃出 るの ですか。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

すみません 。具 体的な予定は聞いて いな いのですが、なるべ く

早くということで、連休 前に出せればよかっ たの ではないかと思いま すが 、遅れている状況で ご
ざいます。
○河上委員長

この108ペ ージの記述は「持続可能な 開発のための教育の 推進」の中に書き込まれ

ているわけですね。倫理的 消費というものは、これに包含されるようなも のな のかどうかですが。
○樋口委員

委員長 の御 指摘のように、そこ はま ず場所の問題もあり ます し、概念の問題も考 え

方によってかなり幅 があ ると思いますので、例えば中間取りまとめがあ れば、それをもとにして、
注記でも構いません が、 わかりやすくしてお いた ほうがいいかなと思いま す。
概念としては今、 社会 的に非常に重要な概 念だ ということに全く異 論は ありませんけれども 、
せっかくのことです から 、このフォローアッ プをする中で、倫理的消 費を しっかりと普及して い
くような表現がいい のか なと思います。恐ら く研 究会でもいろいろ議 論が 出ているのではない か
と思います。
5

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

項目の名前 もも う少しいいものがな いか どうかも含めて、考 え

たいと思います。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

先ほど の池 本委員長代理と阿久 澤委 員の続きの質問なのです が、45ページの実績 の

ところに、上から６ 行目 に「３度の改善を要 請し た」という１行があ るの ですが、実績を報告 し
てあるのですけれど も、 これは要請をした結 果、改善されたのかどう かと いうのは、フォロー ア
ップされているので しょ うか。
どこまでが消費者 委員 会のお仕事なのか、 ここ だと要請しただけで 終わ ってしまうのか、そ の
辺が不明確なのです が、 実績として追いかけ てい くときに、フォロー アッ プまで監視している の
かというか、その結 果を 監視しているのか、 いつ 、どこで、誰に、ど のよ うな改善を依頼して 、
その結果、改善され たの か、されなかったの かと いうことを私として は知 りたいと思うのです 。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

改善要請のその 後の状況がどうなっ てい るのか、今把握して お

りませんので、確認 をし て書けるのであれば 書く ということにさせて いた だきたいと思います。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
全体を 通し ての感想なのですけ れど も、規制緩和の流れ の中 で、自立した消費者 が

判断できるように 、判断材 料を提供していこう とい う流れが大きいかな とい う印象を受けました。
なかなか消費者教育 も進 んでいないし、情報 化の 流れの中で上手に情 報を とれない消費者もい る
ので、安全に関する よう なものは逆にもっと 規制 を強化していかない とい けないのではないか と
いう印象を受けまし た。
例えばスキーバス のこ の前の事件などは、 ほと んど深夜の大型バス の経 験のない人が運転し て
大きな事故を起こし たと いうことがあるので 、パ イロットのように何 時間 飛行したということや
何キロ飛行したなど 、そ ういうある程度の実 績の ような規制の強化と いう ものも、一方では要 る
のではないかと感じ まし た。
○河上委員長

何か ござ いますか。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

今の御指摘 のと ころは、工程表では６ペ ージの「軽井沢スキ ー

バス事故を受けた対 応」 のところですが、国 土交 通省のほうで検討委 員会 を作って、中間整理 を
出しており、その中 間整 理について※印で書 いて ございます。例えば 、１ ）の「貸切りバス事 業
者に対する事前及び 事後 の安全性のチェック の強 化」や、あるいは３ ）の 「運転者の技量のチ ェ
ックの強化」という こと も対策の項目として 検討 されているというこ とで すので、規制緩和だ け
ではなくて、必要な とこ ろについてはチェッ クや 規制の強化もあり得 ると いうことで検討はさ れ
ているという認識で す。
ただ、ここの項目は、 帯表と文章の対応関 係が今一つの感はありま す。各省との協議の中で 時
間的な制約もあって 、今 、ここまでしか調整 でき ていないのですけれ ども。
○河上委員長

検討 委員 会での中間報告が出 てい ますね。それを踏ま えて いくと、幾つか具体 的

な施策というものがあり そうな気もするので すけ れども、この帯が長 く出 ておりますので、ち ょ
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っと間延びした感が ない ではない。できれば それ ぞれの具体的な施策 につ いての工程が書き込 め
ると、そのほうがい いの かなという感じはい たし ます。
何か国土交通省と消費 者庁との間で調整は され ているのですか。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

工程表全体 につ いて、消費者庁だけ で作 っているわけではな く

て、関係省庁と協議 した 上で作っているもの です けれども、ここにつ いて は、検討委員会の中 間
整理の内容をどこま でど う書くのか、若干整 理が うまくいっておらず、文 章に書いてある内容 と
帯に書いてある内容 が対 応していないので、 引き 続き整理が必要かな と思 っております。
○河上委員長

ほか には いかがですか。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

ありが とう ございます。

２つあるのですけ れど も、一つには、バス に関 しては、既にトラッ クの ほうで安全性に関し て
はかなり整備された制度 があるかと思います ので 、それを参考にすれ ば「 見える化」というこ と
も速やかに行えるで しょ うし、一般の方に対 する 周知の仕方というも のも具体的に出てくるの だ
ろうと思います。少 なく とも困った事業者を 排除 して、きちんと安全 性に 費用をかけている事 業
者が利益を得られる よう な制度を作るために も、 スケジュールを立て て迅 速にできるのではな い
かと消費者からする と思いますので、その辺 をお 願いしたいと思いま す。
美容医療に関して なの ですけれども、76ペ ージ の下のほうで検証を 行う ということが書かれ て
いるのですが、何年 までにどのようにするな どと いうことが書かれて いま せん。美容医療に関 し
ては、長いこと議論 の対 象になっておりまし たの で、年度を区切って具体 的に記載していただ く
と助かるなと思うの です が、いかがでしょう か。 御無理なのでしょう か。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

美容医療サ ービ スのところの指針等 の効 果の検証は、今御指 摘

のあった76ページの文章 はこういう状況です が、68ページが帯表であ りまし て、こちらでは、注
意喚起を早くやりま すと いうことでの帯が平 成28年度にあって、その 後引 き続き実施するかど う
かは点々となってい るの ですが、効果の検証 につ いては、その下に平 成28年度の帯が１つあり ま
す。
ただ、上から３つ目 にも 効果の検証という帯があ って、ここはもう一 度確 認して整理します。
自治体の指導状況を しっ かり把握するという こと で、委員会でも厚生 労働 省から発表がありま し
たけれども、今回の修正 では、効果の検証の 材料 として、医療安全支 援セ ンターの相談や消費 生
活相談をしっかり見 てい くということを入れ て、 消費者庁もその検証 に入 るということで、こ の
上から３本目の帯に追記 しているのですが、 下か ら２番目の帯にもガ イド ライン等の取組の効 果
の検証という記述が ある ので、関係は整理し ます。いずれにしても、注意 喚起を平成28年度に は
やるということです ので 、注意喚起の前にはガイ ドラインの効果を一 度整 理しないといけない の
かなと思っておりま す。
○河上委員長

平成 27年 度のところに効果の 検証 は既に入って、やる こと にはなっていますね 。

ただ、その後にも効 果の 検証が山ほどあって 、検 証の結果、いろいろ やる べきことを、できた ら
対策を打つことのほ うに 力点を置いて矢印を 示し ていただかないと、 ちょ っとわかりにくいで す
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ね。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○河上委員長

整理します 。

お願 いし ます。

ほかにはいかがで しょ うか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

基礎ぐ いの ところなのですけれ ども 、今の話と同じよう な感 じになるのですが、 ７

ページの⑤の後半の 「ま た」のところを読み ます と、工事監理者が工 事監 理を行うに当たって の
留意点をまとめて、 建築 士や特定行政庁へ周 知を 行うと書いてあるの です が、それとほぼ同じ 文
章が平成27年度実績 にも 書いてあります。こ こで ヒアリングを行った とき にも、この工事監理 の
第三者性とか、そう いう ことについても是非検討 をということをお願 いし たのですが、まるで、
同じ文章を書くこと でやりません宣言なのか なと も読めるのですが、平成27年度と同じことを し
ますと読み取ってよ いの でしょうか。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

ここは、国 土交 通省の考えとしては 、平 成27年度にやったよ う

なことを引き続き継 続し てやっていくという 趣旨 で書いているという こと です。
○長田委員
○河上委員長

それ以 上に ついての検討を行う 予定 がないと読んでいい とい うことですか。
これ はや りません宣言をして いる のですか。そのよう なこ とはないですね。検 討

のところに「等」か 何か を入れて。
○長田委員

宣言な ら宣 言で闘わなければい けな いことになるわけで すけ れども、もしそうで な

いのだとしたら、も う一 歩、丸々同じという のは どうかと思います。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○河上委員長

確認します 。

ほか には いかがでしょうか。

阿久澤委員、どう ぞ。
○阿久澤委員

先ほ どか らも出ております帯 表を 年度で区切るという こと と、もう一つ、KPIの目

標値の数値の書き方 なの ですけれども、一つ の例 で、23ページの帯表 の「 輸入食品の安全性の 確
保」というところなので す が、達成目標値、KPIでは100％となっております。平 成26年度では103％
というのは、ここに も書 いてありますように 、検 査目標件数を超えて 検査 を実施したというこ と
で、よくやった なと見える のですが、これ はKPIの立 て方の問題でして、要する に、この書き方 で
すと、実際の検査は 輸入 量の10％程度しかで きて いない現実が見えな いで す。ですから、検査件
数 と い う よ り も 、 全 輸 入 数 量 の う ち ど れ だ け 検 査 で き た か が 重 要 で す の で 、 こ の よ う な 場 合 KPI
としての目標数値は 検査 件数でなくて検査品 目量 にすべきです。その ことが、より安全に食品 を
輸入できるというこ とに つながっていくので はな いかとこれを見て感 じま した。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

今の御指摘 は、 輸入している品目の 中の 検査をしている品目 の

割合ということかと思い ますが、品目という のは 、種類という意味で すか 。
○阿久澤委員

輸入 して いる品物のトータル です 。恐らく検査できて いる のはその10％ぐらい だ

と思います。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

それは、同 じ食 品でも10回来たら10個に なるという意味とい う
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ことですか。
○阿久澤委員

そう です ね。そういうことに なり ます。

○河上委員長

それ は数 量的に検査をきちん とや らないと、品目だけ でや ったのでは不十分だ と

いう趣旨なのですか 。
○阿久澤委員

現実 的に は、全品を検査する のは なかなか難しいと思 いま す。ロットごとにや る

などという検査をし てい ると思うのです。そ のロ ット数を増やすなど とい うことによって、全 品
を検査できるものにでき るだけ近づけるとい う検 査方法にしていった ほう がいいのではないか と。
また、そういう目標 にし たほうがいいのでは ないかということです。
○河上委員長

KPIそ のも のを改善するという こと になりますね。

○阿久澤委員

そう です ね。目標値をですね。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

ここは厚生 労働 省の施策なので、調 整す る必要がありますけ れ

ども、今のKPIの「モニタ リング検査目標達成 率」の検査目標の立て方が どう なっているのかとい
う問題かもしれない ので、そこを確認した上 で、 検討させていただけ れば と思います。
○大森委員

目標が 低過 ぎるのですね。簡単 に達 成できる。

○阿久澤委員

回数 です とね。回数ではない とい うことですね。

○河上委員長

103％ とい うから、よほどよく でき ているのではないか と思 ってしまうのですね。

○阿久澤委員

そう なの です。ですから、検 査す る回数ではなくて、 どれ だけ網羅できたかと い

うこと。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

ブルー の紙 の資料１の裏、廃棄 食品 の不正流通が問題に なり ましたね。あれは消 費

期限を書き換えての もう一回の転売というこ とな って事件になったの です が、その下にある食 品
ロスの内容の要因を 分析 して、フードバンク など に対する消費者の理 解促 進をしましょうとい う
ものがありますね。ここ の102ページのところに「 未 利用食品を有効活用 する 活動」と書いてあり
ますね。
これはすごく廃棄 食品 との曖昧な表現で、 今、 デンマークなどもそ うで すが、今日で終わる あ
るいはあしたで食品 の賞 味期限が終わるなど の揚 げ物などを１回引き 揚げ て、詰め直して、そ の
日に食べてねといっ てス ーパーマーケットで 売る、そういう食品ロス をな くしていこうという 活
動が世界的に行われ ている中で、それだけを やっ てしまうと、廃棄食 品をもう一回再利用とい う
ことにもなりかねな い。 そういうことが起こ って くる。
その安全性の問題 など も含めて、食品ロス を少 なくしようという非 常に 前向きな活動の中で の
食の安全性というも のを、もう少し明確に表 現し たほうが、未利用と 言っ た瞬間に、利用して い
ないといっただけの 話に なってしまうと廃棄 寸前 のもの、あるいは賞 味期限だけであって、消 費
期限だけではないと いう 理解もできてくるの では ないかと思って、私 はこ の辺は、世界の今の 活
動、運動を見ながら 促進 をしていかないと危 ない かなと思ってはいる ので す。
○大森委員

関連の こと なのですけれども、 フー ドバンクは賞味期限 内の ものしか転用してい な
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いので「賞味期限内 なの に捨てられる」など、具 体的に書いたほうが わか りやすいかなと思い ま
す。
○蟹瀬委員

そうで す。 ですから、そういう こと なのですけれども。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

ここの「未 利用 食品」は、まさに今 御指 摘のあったように、 廃

棄食品ではないとい うこ とを言おうとしてこ うい う言い方にしたはず で、 おっしゃるように、 賞
味期限が来る間近で 店で はもう取り扱ってく れな いのだけれども、ま だ賞 味期限が来ていない と
いうようなものを集 めて 、福祉施設などに届 ける という取組です。
○蟹瀬委員

もう一 つ、110ページの５）で「食品企 業等から包装の印字 ミス 等により販売が困難

となった加工食品」 と、 これも解釈が非常に 危な いかなと思うのです 。
ですから、フード バン クのことはよく存じ 上げ ているのですけれど も、 もう少し、これの理 解
促進をするためには 、も っと砕いてきちんと した 言葉で語らないと危 ない ですよという気がす る
のです。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

110ページの 表現 の補足をさせていた だく と、事業者系で発 生し

ている食品ロスで量 的に 一番多いのは、外食 など ではなくて、製造業 者か ら出ているものなの で
す。
食品関係の事業者 など からヒアリングをし てい る中で、製造段階で 出る 食品ロスの要因の一 つ
に、包装の間違い、例え ば100グラムと書い てある のに110グラム入れ てしま ったとか、あるいは
賞味期限を昨日の設 定の まま回してしまって １日 ずれているというよ うな 、表示が不正確とい う
理由で処分しているもの が結構あるという御 意見 があったので、一定 の範 囲であればこういう や
り方で訂正すること は可 能ですということを 周知 しようということです。
当然、何でもごま かし ていいという話では なく て、合理性がある範 囲内 ということで、そう い
うやり方をちゃんと 整理 をして示すという取 組を 書いているという趣 旨で ございます。もっと い
い表現ができるか検 討さ せていただきますが 、内 容としては、そうい う取 組でございます。
○大森委員

フード バン クで扱われる食品にはい ろいろな理由がある ので、
「 さまざまな理由 によ

り安全に食べられる にも かかわらず捨てられ る」 などと書いたほうが、余 り理由を特化しないほ
うが良いと思います 。
○河上委員長

では 、書 きぶりを検討してい ただ ければと思います。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○河上委員長

はい。

ほか には いかがでしょうか。

鹿野委員、どうぞ 。
○鹿野委員

先ほど、長 田委員がおっしゃっ たこ との繰り返しになる かも しれませんけれども 、

７ページの基礎ぐい のと ころです。平成27年 度に ついては、基礎ぐい 工事 問題の発生を受けて 、
建設会社が基礎ぐい 工事 に際して一般的に遵 守す べき施行ルールを告 示し て周知したというこ と
と、あわせて、これ これ について留意点を示 した ということの２つが 書い てあるのです。
今回は、上のとこ ろで、まず、告示をした 施行 ルールについては「対応 のフォローアップを 行
う」となっているの です が、一方の留意点に つい ては、「周知を行う 」とさ れているだけであり、
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先ほども御指摘があ った ところなのですが、この 点については、更な る方 策をとる必要がある か
どうかを見極める必 要が あると思うのです。
当面はこういう形 でや ってみようというこ とで あったと思うのです けれ ども、これでうまく い
かなかったときには 、更なる手立てを講じな けれ ばいけないのではな いかと思います。そうい う
意味で、この留意点 とい うところについても 、単 に皆さんに知らせた ら終 わりというのではな く
て、何らかのフォロ ーア ップをするなりして 、次 の段階につなげ得る よう なことをするべきで は
ないかと思いますし 、そ ういう書き方にして いた だければと思います 。
○河上委員長

それ はよ ろしいですか。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

消費者庁の 施策 のところではないの です けれども、御意見はわ

かりました。
○河上委員長

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 です。

資料１で触れてい ない 項目になります。資 料２ で本文の153、154ペ ージ 辺りの地方消費者行 政
のことに関連して質 問を させていただきます 。
当委員会でも４月 に意 見書を取りまとめる など 、地方消費者行政の 体制 整備というのは非常 に
関心を持ってきてい ると ころです。例えば、この 中で平成27年の強化 作戦 の達成状況というも の
を具体的な数字を含 めて 盛り込んでいただい てい るという意味では 、非常に わかりやすい工程表、
基本計画の中身にな って いると思います。
そのことを前提に 、更に 検討願いたいことを 申し 上げたいのですが、154ペ ージの②のところで、
地域の見守りネット ワー クの構築、地域協議 会や 協力員、協力団体の ネッ トワークの構築とい う
ことがあります。こ れを 受けた施策としては 、そ のすぐ上にある強化 作戦 の政策目標５に、地 域
協議会の設置を人口 ５万 人以上の全市町とす ると いうことで、これは この ４月１日の施行以降 、
具体的な数字を調査 して 公表する、あるいは それ をまた働きかけをす ると いうことであろうと 思
いますが、もう一つ の② の８行目辺りにある 消費 生活協力員、協力段 階の 活用支援ということ に
ついても、何か見え る形 での目標を掲げるな り、 施策としてどういう こと をするのかというこ と
が見えるようなこと を検 討して、表現をして いた だければということ が一 つあります。
それから、目に見える当 面の目標を掲げると いう こととは逆の話にな るの ですが、153ページの
上のほうの①で、も とも とこの課題は地方消 費者 行政の充実・強化の ため に、国における財源 確
保や地方で独自の人 員・予算の確保、充実が でき るような取組を支援 して いくのだということ が
一番根本の考え方な ので すが、そこの全体像 とし て更に何をするべき かが 、なかなか強化作戦 に
出ている指標以外に 見え ていないところがあ りま す。
これは前のヒアリ ング のときの質問の中で も少 し話題にしたのです が、 現在、地方消費者行 政
推進交付金が交付さ れて いますが、それの対 象年 度が平成29年度末ま での 事業となっていて、 そ
こから先が見えない とこ ろが地方の職員にと って は非常に不安で、こ の平 成28年から29年にか け
て、例えば相談員を 増員したりということに つい てためらいを覚える とい うことを聞いている わ
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けです。
ですから、そうい った 根本的な施策の方向 性に ついても、何か具体 的に 検討できるところが あ
るのではないかと思 うの です。具体的にこれ を書 き込んでくださいと いう ところまでは申し上 げ
にくいところなので すが 、担当課において検 討し ていただければとい うこ とで、意見を申し上 げ
たいと思います。
その２点を御検討 願い たいと思います。
○河上委員長

いか がで しょうか。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

どういう表 現が できるかはすぐにはお答 えできないのですけ れ

ども、趣旨は理解し まし た。
○河上委員長

前者 につ いては、目標施策を 具体 化するということの 御検 討をお願いしたいと い

うことになりますね 。
ほかにはいかがで しょ うか。
細かい話ですけれ ども 、11ページの真ん中辺り に「教育・保育事故 検討 会最終取りまとめ報 告
と検証とガイドライ ンに ついて」云々という もの が平成27年度にある ので すが、その次が「国 の
設置する有識者会議 にお ける事故の再発防止 策に 関する検討開始」と 書い てある。開始がこん な
に長いのですか。そ れと も、これはこの間に、検 討して答えを出すと いう ことなのですか。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

ここは、開 始が 何年にもわたってい るのはおかしいので、整 理

します。
○河上委員長

でき れば 早目に開始して、検 討結 果をまとめてと段階 を追 ってやっていただい た

ほうがよろしいです ね。
ほかにはいかがで しょ うか。
蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

このく ださ った青いものは、メ モと して考えたらいいわ けで すね。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○蟹瀬委員

はい。

110 ペ ー ジ の 食 品 ロ ス 削 減 国 民 運 動 、 こ れ は 今 、 世 界 的 に 行 わ れ て い ま す

「NO‑FOODLOSS PROJECT」 というもの、これを 推進 していきますよとい うの が大きな趣旨ですね。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○蟹瀬委員

はい。

フード バン クというのは、また 違う 一つの活動なので、 ここ で今、ぱっと見たと き

に、フードバンクを 促進 して理解してもらう とい うだけにしてしまう と、上の活動の一部でし か
ないので、それはそ うで すよね。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

そうです。 この 食品ロス削減国民運 動自 体は何年か前から関 係

省庁でやっているも ので 、事業者において発 生し ているものの削減策もあ りますし、家庭の中 で
発生するものの削減 策も あります。商慣習の 見直 しなど、いろいろな 取組があって、フードバ ン
クもそれに資する取 組の 一つということで位 置付けられているという こと です。
○蟹瀬委員

今、世 界的 にやられているのは こう いう福祉施設のよう なと ころのフードバンク 的

なこともあれば、シルバー の人たちなどの食費削減 のために、いつもなら100円で売っているもの
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を50円にして売って あげ るというように、も う一 度お弁当を作り直し たり 、デンマークなどで す
ごく促進しているの です けれども、一般の方 に聞 くと、これはすごく 助か ると老夫婦が言って い
たりする。そうする と、それはちょっとフー ドバ ンクとは違う活動に なる のです。だから、両 方
が両立するような、食品 に対するロスをなく して いこうという活動と 理解 していいのですね。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○河上委員長

はい。

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

これ も資料１では「電子 マネ ーに関する消費者問 題に ついての建議」とい う

ものが掲げられてい ると ころで、本体の資料 ２で は、73ページにある とこ ろです。金融審議会 の
ワーキング・グルー プで の議論を踏まえ、サ ーバ 型電子マネーの利用 に係 る環境整備のために 法
令及び事務ガイドラ イン 改正の必要性の検討 を含 め適切に対応を進め ると いう記載となってい ま
す。
これは年度末まで の活 動から今後の取組な のか 、これから先のこと を言 うのか、これから先 で
言うと、資金決済法 改正 案はもう既に出して おら れるわけで、そうす ると 、まだ成立していない
から書きぶりはどう なる のかわかりませんが 、そ の改正を踏まえ、事 務ガ イドライン改正、こ れ
も必要性の検討を含 めた 対応なのか、むしろ 法が 変われば当然変わる ので はないかと思うので す
が、ここの記載は少 し古 いのではないかと感 じて おりますので、再検 討を お願いしたいと思い ま
す。
もう一点、これは どこ に入るのかを含めて よく わからないまま申し 上げ るのですが、自動車 の
燃費に関する偽装の 問題 が先般も報道されて いま す。これもまた、非 常に 影響の大きい深刻な 問
題となっております し、 それはこの基本計画 で言 えば、消費者の立場 から すれば、表示に対す る
信頼が現に害されて いる 問題、偽装表示、誇 大表 示の禁止の面で、具 体的 な分野を掲げて、取 組
を掲げていただく必 要が あるのではないかと いう 気がしています。そ れも 検討課題として間に 合
うのであればお願い した いと思います。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長
○河上委員長
○増田委員

いずれも検 討さ せていただきます。

増田 委員 、どうぞ。
電気通 信サ ービスに関してなの です けれども、制度の実 施状 況のモニタリングを す

るということについ ては 、当然モニタリング をし た結果、必要性があ れば 対策を立てると読ん で
よろしいのでしょう か。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

フォローア ップ をするというのは必 要が あれば対策を実施す る

ということですので 、ま だ改正法が施行され てい ないので、今の時点 では こういう表現になっ て
いるということだと 思い ますが、来年以降フ ォロ ーアップしていきま すが、その時点でまた問 題
になっていれば、何 か対 策を考えるというこ とに なろうかと思います 。
○河上委員長

もう 既に 国民生活センターな どに は相当数のトラブル の数 値が出てきていると 聞

きました。特商法か らす っぽり外れていると ころ だけに、今回の改正 で本 当に十分だったのか と
いうのは早急にチェ ック して、必要な対策を 打っ ていくということは しな いといけない領域か も
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しれません。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

法改正は５ 月21日から施行で、まだ 施行 されていませんけれ ど

も、施行の前後は当 然総 務省のほうでも制度 の周 知をされます。制度 の周 知、例えば初期契約 解
除制度というものが あり ます、こういう場合 は解 約できますといったこと を知らせていくといっ
た周知については、消費 者庁のほうでも協力 でき るところは協力する とい うことかと思ってお り
ます。
○河上委員長

逆に 言う と、こういう場合し か解 約できませんという 形で 、ある意味では解約 事

由が限定されていた りも しますので、消費者 がそ の辺をわからないで 初期 契約の解除ができる と
単純に思い込んでし まっ ている可能性がある ので す。事業者のほうも 言葉 は悪いですけれども 、
抜け穴があるので、 そこ を押さえておかなく てい いのかなという辺り が気 になるので、早めの 検
討が必要であろうと 思い ます。
消費者委員会の意 見に 対応して検討をやっ てい ただいた結果の立法 なの で、余り今の段階で 足
を引っ張るようなこ とは 言いたくないのです けれ ども、実際にでき上 がっ たものについてのフ ォ
ローアップはしっか りや っていただく必要が ある と思います。
ほかにはいかがで しょ うか。
樋口委員、お願い しま す。
○樋口委員

細かい 点で はあるのですが、156ペー ジに「国民生活センター相 模原事務所研修施設

での研修の実施」と いう項 目が一番最後に載っ ています。そもそも全体 の工程 表の話というのは、
どういうスタンスで これ を書くかということ なの ですが、新聞の記事 によ ると、今日から国民 生
活センターが徳島で の研 修に関していろいろ 試行 をしているという話 もあ りましたけれども、 相
模原というものを書 いて おくのがいいのか悪 いの か、工程表は、この 項目 を含め、今後、当然 政
府全体で共有するこ とに なるので、賛成反対 を言 っているわけではな いの ですが、そこが少し 気
になったのです。
実施したというと ころ は問題ないと思いま すが 、今後について、も し政 府として移転を検討 し
ているのならば、項 目と して、相模原事務所 とい うのは、何か細かい なという気がします。国 民
生活センターの研修 施設 でやるということは いい と思うのですけれど も、 相模原事務所と書く 場
合には、それは一定 の価 値判断があるのだと とら れはしないかなとい うこ とです。
ただ、これまでや って きていますし、何も 決ま っていないので、こ のま まのほうがいいとい う
御判断であれば、別 に異 論があるわけではな いの ですが、少し表現が 気に なりましたので、念 の
ためです。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

今の時点で は、 ７月にまた消費者庁は試 行することになって お

り、また、今実施し てい る国民生活センターの試 行も検討のための試 行と いうことですので、 ま
だ結論は出ていない とい うことで、ここは従 前の 表現がそのまま、今 改正 をする状況にないと い
うことで残っている とい うことなのですけれ ども 、今の御意見は、そ うい う御意見があったと い
うことで承りました。
○池本委員長代理

池本 です。
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今の点で申します と、 むしろこれはその２ 年ほ ど前まで約３年かけ て相 模原の研修施設をど う
取り扱うかというこ との閣議決定が一度出て 、さ んざん議論を繰り返 した 結果、全国から集ま っ
て、事例検討や意見 交換 をする参加体験型の 研修 が必要だという議論 をし て、相模原の施設を 復
活させた。それが去 年５ 月にスタートしたば かり ですから、現時点で 言え ば、まさにその方針 が
消費者庁として進め るも のとしては、このま ま維 持してよろしいので はな いかと。今後、政府 全
体で国センの移転の 問題 に新しい方針が出た とき にどうするかという のは、また別なような気が
します。
○樋口委員

実は私 はこ の問題を次のように捉え ています。先ほどの言い 方が適切だったかど う

かわかりませんが、相模 原での研修実施の項 目は 、それだけの重みを 持っ て検討し、記載した こ
とですから、ここに きち んと書くということ は政 府としての政策に関 する意思表示であって、 し
たがって、安易に試 行を 若干したからという こと で移転すべきではな いと 個人的には考えてい ま
す。
ただ、この消費者 委員 会としての意見もま だ出 ていませんし、全体 に試 行の結果等も出てい ま
せんので、もちろん 今の 時点で試行の結果に 予断 を与えるようなこと を言 うべきだとは思わな い
のですが、ただ、御 留意 いただきたいという こと であって、ここで書 く以 上は、少なくとも政 府
として決定するわけ であ りますから、この研 修施 設の実施場所につい ては、それだけの重みを持
って、この相模原と いう 地名が書かれている のだ と理解する人もいる ので はないかということ で
ございます。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

ここに単独 の項 目として立っているのは 、今まさに言われた よ

うに、相模原事務所を再 開して有効活用しま しょ うということが大き な課 題であったというこ と
で、単独の項目とな って いるものです。経緯 とし てはそういうことで す。
これからの検討の 結果 はまだわからないわ けで すけれども、工程表は１ 年に１回は改定する と
いうことになってお り、 状況の変更があれば 改定できるものなので、 決ま っていない段階でど う
こうしなくてもいい のか なと思いますが、そ うい う御意見もあったと いう ことも踏まえて、ま た
検討します。
○樋口委員

結論に つい て異論はないのです が、 念のため、そういう 性格 のものなのではない か

ということも御留意 いた だいて、試行につい て検 討していただいたほ うが いいのではないかと い
う趣旨でございます 。
○河上委員長

逆に 、い ま修正すると別のメ ッセ ージになる可能性も あり ますから、放ってお い

たほうがいいような 気がします。
ほかにはいかがで しょ うか。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

「消費 者教 育の推進」の辺りな ので すけれども、すごく素晴 らしい内容を美しく う

たい上げてくださっ てい るのですが、余り具 体的 なことが組み込まれ てい ない気がします。基 本
計画や協議会の辺り は、作 った限りはやらない とい けないから逆に作っ てい ないところもあれば、
作れと言われたから作っ ただけで、あとは知 らな いというところもあ るの で、ちゃんとチェッ ク
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するようなところを 入れ てくださったのです けれ ども、ほかのところ もす ごく長い帯ばかりな の
で、どこかで実際に どう 動いているかチェッ クす るようなところを入 れて いただけたらと思い ま
す。
○河上委員長

帯を もう ちょっと具体的にと いう ことは前々から言っ てい るのですけれども、 消

費者庁も頑張ってく ださ っているのはよく存 じ上 げているのですが、なか なか具体化が進んで い
ないということのよ うで ございます。
予定していた時間 が過 ぎましたので、この辺り で一旦閉じさせてい ただ いてよろしゅうござ い
ますでしょうか。
今回の改定素案に つい ては、軽井沢バスの 事故 やマンションの基礎 ぐい 工事問題なども受け た
対応も入れて、新た な工 程表が作り上げられ てい る部分がございます 。こ れらについては、迅 速
に御対応いただいた こと について感謝の意を 表し たいと思います。
ただ、例の自動車 の燃 費偽装の問題のよう に、 次から次へと新しい 問題 が起きてきますので 、
どこまでをうまく入 れら れるのかというのは 課題 ですけれども、まだ 時間 的に余裕があるので あ
れば、入れ方を考え てい ただければというこ とで あります。
それらも含めて、改定 素案の内容につきま して は、改めて委員会で 精査 をしていきたいと思 い
ます。特に、これま でに 行った建議等の内容 や本 年２月から４月にか けて 当委員会が実施した 建
議に関するフォロー アッ プの結果なども踏ま えま して、取組の改善、 また は更なる取組が必要 な
ものについては、し かる べき時期に意見表明 を行 っていきたいと思い ます 。
パブコメの結果は 、ど の段階で出るのでし たか 。
○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

本日御説明 した 資料２が、現在、パ ブコ メを実施しているも の

で、５月20日までパ ブコ メを募集しておりま す。
○河上委員長

では 、20日にはパブコメの結 論が 届いているわけです ね。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

意見の数が 多け れば、その後整理す る時 間がかかりますけれ ど

も、意見の受付は５ 月20日までということで す。
○河上委員長

そう する と、委員会としての 意見 を表明するのは、そ の前 後ですね。

○消費者庁鈴木消費 者政 策課長

パブコメの 意見 や委員会の御意見を 踏ま えて、庁内の各課や 関

係省庁に再検討をお 願い しないといけません ので 、余り委員会の御意 見が 遅くなると、それを 各
省に投げるタイミン グが 遅くなるということ にな りますので、20日で パブ コメが終わりだとい う
ことで、その周辺で 御意 見をいただければと 思い ます。
○河上委員長

では 、そ の周辺で意見を述べ させ ていただくというこ とに いたします。

消費者庁におかれ まし ては、お忙しいとこ ろ審 議に御協力いただき まし て、ありがとうござ い
ました。

≪３．閉会≫
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○河上委員長

本日 の議 題は以上になります 。

最後に、事務局か ら今 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 合せを行いますので 、委 員の皆様におかれま して は、委員室のほうに 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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