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（説明者）
消費者庁小野審議官
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独立行政法人国民生活センター川辺理事
（事務局）
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４．議事
（１）開会
（２）松本純内閣府特命担当大臣、松本洋平内閣府副大臣、務台内閣府大臣政務官御挨拶
（３）徳島県による消費者庁等の移転の提案について
（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。

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231回本会議 」を 開催いたします。
本日は鹿野委員が御欠 席となります。
本日は松本純内閣 府特 命担当大臣、松本洋 平内 閣府副大臣、務台俊 介内 閣府大臣政務官に御 出
席をいただいており ます 。

≪２．松本純内閣府特命担当大臣、松本洋平内閣府副大臣、務台内閣府大臣政務官御
挨拶≫
○河上委員長

まず は開 会に当たりまして、 松本 純大臣より御挨拶を いた だきたいと思います 。

よろしくお願いいた しま す。
○松本大臣

この度 消費 者及び食品安全担当 大臣 を拝命いたしました 、松 本純でございます。 ど

うぞよろしくお願い を申 し上げます。
消費者委員会の本 会議 の開会に当たりまし て、 一言御挨拶を申し上 げた いと存じます。
消費者の安全・安 心の 確保は、個人消費が 力強 さを欠く中、消費の 拡大 、さらには、経済の 好
循環の実現にとって も大 変重要でございます。多 くの人が安心して消 費が できるような、消費 者
が安全で安心して更 に豊 かであるという、そ のよ うな暮らしを作っていく ということが何より も
重要なことではない かと 考えているところで ござ います。
こうした観点のも と、 真に消費者目線に立 った 行政機能の強化を図 って いくためには、消費 者
委員会が消費者行政 全般 に対する監視機能を 最大 限に発揮していただ いて 、消費者行政が直面 す
る諸課題について、 専門 的な見地から積極的 に調 査・審議を行い、建 議や 提言などを行ってい た
だくことが重要でご ざい ます。皆様からの建 議や 提言などを生かして 、多 くの課題を解決する た
め、リーダーシップ を発 揮していきたいと思 って いるところでござい ます 。
委員の皆様におか れま しては、御支援、御協力を 賜りますよう心から お願 いを申し上げまして 、
一言御挨拶とさせて いた だきたいと存じます 。ど うぞよろしくお願い いた します。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

身の引き締まる思 いが いたします。消費者 委員 会として今後もより 一層 充実した調査・審議 を
行ってまいりたいと 思い ます。
ここで大臣は所用 によ りまして、御退出と なり ます。
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どうもありがとう ござ いました。
○松本大臣

どうも あり がとうございました 。
（松本大臣退席）

○河上委員長

続き まし て、松本洋平副大臣 より 御挨拶をいただきた いと 思います。よろしく お

願いいたします。
○松本副大臣

どう も皆 さん、こんにちは。

ただいま御紹介を いた だきました、この度消費 者問題を担当いたし ます 、内閣府副大臣松本 洋
平でございます。ど うぞ よろしくお願い申し 上げ ます。
昨年の10月まで消 費者 問題を担当する内閣 府の 政務官を務めていた とこ ろでありまして、10か
月ぶりに今度は副大 臣と いう立場で戻ってま いり ました。引き続きま して 、消費者委員会の皆 様
方にはいろいろと御 指導 をいただきたいと思 って おりますので、どう ぞよ ろしくお願いを申し 上
げたいと思います。
この消費者問題、 国民 の皆様からは大変関 心の 強い分野であります 。国 民の安全・安心を守 る
大変重要な議論をし てい ただき、そして、建 議を していただく機関で もあ りますこの消費者委 員
会の皆様方の御活躍 とい うものが、国民生活 の安 全・安心に正に直結 をし ている、そのような こ
とを感じているとこ ろで ございます。私も松 本純 大臣をしっかりとお 支え をいたしまして、消 費
者の安全・安心のた めに これからも全力を尽くし て頑張ってまいりた いと 思います。
委員の皆様方にお かれ ましては、その豊富 な経 験と御見識をもって 忌憚（きたん）のない御 議
論をいただき、我が 国の 消費者行政に対しま して 、様々な御指導、御 鞭撻（ごべんたつ）を賜 り
ますよう心からお願 いを 申し上げまして、私 、松本 洋平からの一言御挨 拶と させていただきます 。
どうぞよろしくお願 いい たします。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

また今後ともよろ しく お願いいたします。
ここで副大臣は、 所用 により御退出となり ます 。
○松本副大臣

どう ぞよ ろしくお願いいたし ます 。
（松本副大臣退席）

○河上委員長

続き まし て、務台俊介大臣政 務官 より御挨拶をいただ きた いと思います。

○務台政務官

どう もこ んにちは。

この度内閣府政務 官で 消費者問題を担当さ せて いただくことになり まし た、務台俊介と申し ま
す。
大臣も松本、副大 臣も 松本、そして、私は 松本を選挙区とする者で ござ います。消費者行政 、
しっかりと着実に進 みま すように政務の立場 から 皆様方の活動をバッ クア ップさせていただき た
いと思います。よろ しく お願いします。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

国民生活センター の理 事長も松本さんです ね。混乱しそうでありま す。(笑)
務台大臣政務官は 引き 続き御出席をいただ ける ということですので 、よ ろしくお願いいたし ま
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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につきまし ては、試行的滞在の結果に つき まして、消費者庁提 出資料 となっております。
資料２につきまし ては 、試験的実施の結果 につ いて、国民生活セン ター 提出資料、これは資 料
２−１から２−３と なっ ております。
参考資料について は、 １、２となっており ます 。
もし不足がござい まし たら、事務局まで お申し出 いただきますようよ ろし くお願いいたします。

≪３．徳島県による消費者庁等の移転の提案について≫
○河上委員長

それ では 、早速入らせていた だき ます。

本日の議題は「徳 島県 による消費者庁等の 移転 の提案について」で あり ます。
まち・ひと・しごと創生 本部による政府関係 機関 の移転の提案募集が 行わ れまして、消費 者庁、
国民生活センター及 び当 委員会もですけれど も、 徳島県より移転の提 案を 受けております。こ の
提案を含んだ各都道 府県 の提案を踏まえ、本 年３ 月に、まち・ひと・ しご と創生本部は、有識 者
会議での検討を経て、
「 政 府関係機関移転基本 方針」を決定いたしました 。この 基本方針において、
消費者庁の徳島県へ の移 転については、「現 在進め られているICTの活 用等に よる試行等を行い、
移転に向けて８月末 まで に結論を得ることを 目指 す」ということで、 当委 員会及び国民生活セ ン
ターについては、消 費者 庁と「並行して検証 を行 い、移転に向けて８ 月末 までに結論を得るこ と
を目指す」とされて いる ところであります。
これを受けて、消 費者 庁等においては、３ 月及び７月に徳島県での 試行 滞在、あるいは同県 で
の研修・商品テスト 業務 の試験的実施、ウェブ会 議、テレビ会議シス テム を活用した会議運営 や
記者会見の実施など の業 務を行ってきたとこ ろで ございます。本日は 、こ の試行結果について 、
消費者庁及び国民生 活セ ンターから御報告を いた だき、若干の意見交 換を 行いたいと思います 。
消費者庁及び国民 生活 センターにおかれま して は、お忙しいところ 御出 席いただきまして、 あ
りがとうございます 。
それでは、消費者 庁、 国民生活センターの 順で 、それぞれ短くて恐 縮で すが、15分程度で説 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。
○消費者庁小野審議 官

どうもごぶさたして おり ます。本日はよろし くお 願いします。

本日の議題は「徳 島県 による消費者庁等の 移転の提案について」と いう ことでございます。
経緯につきまして は、 先ほど委員長から御 紹介 がございました。８ 月末 までに結論というこ と
で、消費者庁、国民 生活 センターは試行をし てま いりました。今日は その 結果について御報告 し
たいと思います。
まず、私から簡単 に今 回の試行の概要につ いて 御紹介いたしまして 、詳 しい中身については 小
堀企画官と川辺理事 から 報告してもらいます 。
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まず、資料１でご ざい ます。
これは消費者庁の 分で ございまして、１ のところ に検討の経過という こと が書いてございます。
今回は主に７月分 の試 行についての報告で ござ いますけれども、そ れ以 前にも各業務につい て
の業務フローの検証 、庁 内の有識者会議、そ うい ったものについて、 テレ ビ会議を活用した試 行
というものをやって ござ います。
それから、今年の ３月 に、ここに書いてご ざい ますけれども、５日 間ほ ど徳島県の神山町と い
う徳島市から車で40、50分のところにござい ます 町でございますが、ここ に滞在して試行をし た
ということでござい ます 。それから、今回７ 月４ 日から29日までの約 ４週 間、試行をしてまい り
ました。
試行の概要ですけ れど も、２のところに書 いて ございます。
執務の場所ですけ れど も、徳島県の庁舎の10階 をお借りして試行を しま した。試行の規模で す
けれども、長官、総 務課 長を除く課長クラス を含 めまして、全部で43名が 参加しました。全体 で
４週間ございますけ れど も、４週間滞在し た職員と 半分の２週間程度滞 在し た職員がございます。
半々ぐらいという規 模で 行いました。
試行のポイントで すけ れども、３つご ざいまして 、①は、ICTを活用したテ レビ会議、これ を使
いながら３月の試行 より も長い期間をとって 、業務 を円滑に行えるかと いう ことがまず一点です。
３月の試行では有線 の専 用回線を使えません でし たので、今回はそれ も使 って試行をしたとい う
ことでございます。
②として、徳島県 の先 駆的な活動を含め現 地の 消費者行政の実情を 把握 するということで、 現
地に根差した仕事が どの 程度できるのかとい うこ とを試行しておりま す。
③ですけれども、 これ は徳島に限った話で はな くて、働き方改革と いう 観点から、モバイル 通
信を使ったテレワークの 環境下で業務を行う とい う試行をしておりま す。
これが３つのポイ ント でございます。
それから、国民生 活セ ンターは資料２−１ にま とめてございます。
国民生活センター につ きましては、そのセ ンタ ーで行っております 研修 業務、それから、商 品
テストの業務、この 一部 を試験的に徳島県で 行っ たということでござ いま して、研修業務につ き
ましては、徳島県の 鳴門 合同庁舎、商品テス トに つきましては、徳島 県立 工業技術センター以 下
の４つの施設を使い まし て、試行をしており ます。職員の規模ですけ れど も、双方延べ35名の 職
員が参加しておりま す。
試行の内容ですけ れど も、研修につきまし ては 、相模原の施設で主 に行 っております。この 相
模原の施設で年に複 数回 行っている研修がご ざい ますので、そのうち の１ 回分を徳島鳴門で実 施
するということで、 ８月 ２日までに鳴門では ６回 実施しております。 研修 につきましては、研 修
参加者にアンケート 調査 を実施したほか、自 治体 の担当課、それから 、消 費生活センターにも ア
ンケート調査を実施 して おります。
商品テストにつき まし ては、４件実施して おり ます。商品テストの テス トそのものの実施に 加
えて、商品テストの プロ セスの一部として商 品テ ストに使うものが市 場に どれだけあるのかと い
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うことですとか、あ るい は商品テストの結果 を事 業者に知らせるとい うよ うなことも実施して お
ります。ほかにもア ンケ ート調査を実施した とい うことでございます 。
概要につきまして は、 以上でございます。 詳し くは小堀企画官から お願 いします。
○消費者庁小堀総務 課企 画官

消費者庁の小 堀で ございます。よろし くお 願いいたします。

それでは、消費者 庁の 結果について御説明 をさ せていただきます。 資料 １に戻っていただけ れ
ばと思います。
２ページから御説 明を させていただきます 。
試行の内容が書か れて ございますけれども 、先 ほど審議官が申し上 げま した３つのポイント に
沿いましてやってき たと ころでございます。
業務の試行としま して は、テレビ会議もも ちろ んでございますが、 その 他、電話、電子メー ル
等も使いながら各課 の通 常業務をやってきた とこ ろでございます。
テレビ会議の活用 とし ましては、長官の定 例記 者会見、これは毎週 １回 ありますけれども、 こ
れを徳島から長官が テレ ビ会議で出演してや るで すとか、庁内の幹部 会で すとか、あとは幹部 の
説明などにつきまし ては、随時行うような形 でや ってございます。
そのほか、② の徳島県の 消費者行政の実情把 握に つきましては、行政ですと か学術機関、学 校、
あるいは民間事業者 です とか団体、そういっ たと ころと意見交換やヒ アリ ング、そういったこ と
を積極的にやってま いり ました。
③の働き方改革に つき ましては、特にペー パー レスということで、 基本 的には打ち出しをし な
い、紙を使わないと いう ことで、職員の慣れ や訓 練の意味も込めまし てこ ういったことをやっ て
まいりました。
３ページからが試 行の 結果ということにな りま す。
４として、消費者 庁の 業務の概要と試行の 結果 ということで書いて ござ います。それぞれ業 務
の類型ごとに業務の 概要 と課題、試行結果を 整理 したところでござい ます 。
４．１とございま して 、１つ目の類型で、 施策 や事業の執行業務と いう ところがございます 。
その中でも事業の推 進や 調査等の業務とござ いま して、
（１）に例示がござ いますが、例えば地方
消費者行政のバック アッ プですとか、その他 、制 度の普及・推進ある いは 調査、こういった業 務
がここに当てはまろ うか と思います。
（２）としまして 、課 題と試行結果という とこ ろを書かせていただ いて ございますが、①の ポ
イントとして、地域 の協 力によって、機能の 維持 ・向上が期待できる かと いうところでまとめ て
ございます。
その下でございま すけ れども、今回行政、 学校 ・大学、事業者等と の意 見交換をかなりやら せ
ていただいたところ です 。その中で、例えば 消費 者教育ですとか倫理 的消 費、エシカル消費で ご
ざいますけれども、こうい った非常に熱心な取 組で すとか、消費者庁の取組に 協力する強い意欲、
これは県庁だけでは なく て事業者なども含め てで ございますが、そう いっ た意欲が確認された と
いうところでござい ます。さらに、徳島県 からは「実 証フィールド」、先駆的な 施策を推進するた
めということで、こ うい った提案もいただい てい たところでございま して 、この点につきまし て
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はそれぞれの関係者 の継 続的な協力を得るこ とに よって、実証に基づ いた 政策の分析・研究機 能
の強化、こういった とこ ろに寄与する可能性 が見 られたというところ でご ざいます。
その下、矢印で大 まか な結果を書かせてい ただ いてございますが、 先ほ ど申し上げたとおり 、
消費者教育ですとか 倫理 的消費、人材育成、 こう いったところで熱心 な取 組ですとか、今後の 発
展に期待できる取組が見 られたということで ござ います。
例示としましては 、鳴 門教育大学、これは 主に教員の育成になりま すけ れども、こういった と
ころですとか、徳島 大学 、ここも栄養学科な どが ございまして、消費 者庁も食品の安全ですと か
表示、そういったと ころ を持ってございます ので 、こういった連携の 可能 性が考えられるとい う
ところでございます 。
次のページに進ん でい ただきまして、消費 者教 育ですとか倫理的消 費の 分野では、これは正 に
小中学校ですとか高 校、 こういった現場で特 にも のづくりの視点から 地元 の産品なども生かし な
がら、こういったと ころ から消費者を考える とい う取組も見られたと ころ でございます。
２つ目のポイント とし て、協力という意味 では 、今回の試行でも正 に知 事にリーダーシップ を
とっていただきまし て、 県庁の中でも消費者 行政 の部局だけではなく て、様々な関係する部局 の
御協力も得られまし た。 それで、事業者です とか 学術機関、多くの機 関と 意見交換を持たせて い
ただくことができま した 。実際に行ってみて 、御 協力いただく姿勢と いい ますか、熱意、こう い
ったものは非常に感 じた ところでございます 。
その下の矢印でご ざい ますけれども、調査 研究 ですとか、正に徳島 の現 場に密着して行うタ イ
プの業務、こういっ たも のにつきましては、 現地 との連携によりまし て実 効性のある施策、地 域
の現場に根差した、 こう いった施策を作り込 める のではないか、こう いっ たところに向いてい る
のではないかという とこ ろも実際に行ってみ て感 じたところでござい ます 。
最後に、矢印で繰 り返 しになりますけれど も、 継続的な協力を得ら れれ ば、こういった機能 強
化につながる可能性 があ るのではないかとい うと ころでございます。
４ページの下に② とい うものが書いてござ いま すけれども、効率的 な業 務の実施は可能かと い
うところで、ここは 若干 留意点ではございま すが 、それぞれ先ほど申 し上 げた業務に関しても 、
東京の国会ですとか 関係 省庁、そういったと ころ との連携、そういっ た業 務もございますので 、
次の５ページ、アク セス ですとか、関係団体 の間 でテレビ会議で連携 が図 れるか、そういった と
ころは課題として残 った ところでございます 。
５ページの次の業 務で、法執行の業務とい うも のがございますけれ ども 、こちらは業務の概 要
ということで特徴を 書い てございます。
１つ目のポツで、 法執 行につきましては、 例え ば行政処分や指導を して いくものでございま す
けれども、２つ目の とこ ろにポツが書いてあ りま すが、事業者から報 告を 受けたりですとか、 実
際に立入検査をしに 行っ たりだとか、あとは 決め ていく際にも膨大な 証拠 資料、こういったと こ
ろから検証していく とい うことが業務の特徴 でご ざいます。
参考に表で書かせ てい ただいておりますけ れど も、消費者庁が実際 に行 う執行というものは 比
較的関東甲信越に事 業者 が存在するというも のが ７割、８割というと ころ でございます。こう い
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った特徴がございま す。
（２）として、課 題と 試行結果を書いてご ざい ますけれども、今回 の試 行の中では、執行が遅
れてはなりませんと いう ところがございます ので 、徳島県から東京の 事業 者に出向いて何かを や
ると、そういったこ とは 行いませんでした。 他方 で、長官ですとか担 当の 課長、これは徳島に お
りましたので、事案 の検 討に当たりましては電話 、メール、テレビ会 議、 それぞれを使って今 回
試行してみたという こと でございます。
次のページ、課題 を整 理させていただきま すと 、先ほど少し申し上 げま したが、①として、 現
場における事前の調 査で すとか立入検査、こ れは 事業者のところに行 かな くてはならないとい う
ところがございます 。
②としては、事業 者か らの聞き取りをテレ ビ会 議でやれるかという とこ ろもあるのですが、 テ
レビ会議ですと相手 方の 状況がわからなくて 、実 は後ろに何人も別の 人が いるかもしれないで す
とか、事業者から見 ると録画をされるのでは ない かとか、そういった こと もございますので、 こ
の辺はまだ課題が残 ると いうところでござい ます 。
③は、先ほど表で御覧 いただきましたが、 やは り東京圏に多いとい うこ とで、一回一回出張 す
るということは効率 的に 現状では難しいとい うと ころがございます。
今回④で試行をし まし たけれども、東京と徳島 でやり取りをしまし て、 矢印が２つ書いてご ざ
いますが、機密性の 高い 情報をやり取りしま すの で、システムそのも のだ けではなくて話をす る
部屋の環境、こういった ところもコストは生 じる だろうということと 、担 当ラインが分断され 、
今回課長と担当者が 別々 の場所におりました けれ ども、例えば物証、 大量 のものを電子化しな け
ればいけないですと か、 あるいはきめ細かな 相談 というところでは、 まだ 課題があったかなと い
うところでございま す。
その下、４ ．２が国会 対 応でございますけれ ども、余り時間がないので 少し 早めにいきますが、
国会対応については 、ブ ルーのところで実績 を書 いてございます。消 費者 庁もこれまで国会答 弁
その他でやはり答弁 数で も４桁ぐらい、いろ いろ な部会ですとか調査 会の 出席、その他議員の 先
生方への説明、こう いっ たことをかなり対応 して ございます。
７ページ、課題と して は、現時点では国会 と行 政機関、テレビ会議 でや り取りする前提には な
っていないというこ とで ございまして、今回 の試 行の中でも国会議員 の先 生の説明につきまし て
は、代理者が対応せ ざる を得なかった例です とか 、それでもだめなと きは 急きょ帰京して対応 す
る、こういったとこ ろに なったところでござ いま す。ですから、迅速 性で すとか効率性、十分 な
対応ができるか少し 課題 が残ったというとこ ろで ございます。
その次の司令塔で すと か危機管理の業務で ござ いますが、これは括 弧の 中にございます、官 邸
ですとか各省庁との 連携 というところが鍵に なる 業務でございます。 これ もブルーの実績が書 い
てございますが、官 邸で すとか各省庁の政策 調整 につきましても、他 省庁 の主催の会議も含め ま
すと、かなりの回数 がご ざいます。
８ページに表が載 って ございますけれども 、危 機管理という意味で も、 ここには３つほど例 を
書いてございますが 、冷 凍ギョーザ事件は消 費者 庁ができる前でござ いま すが、その下のアク リ
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フーズですとか、今 年の 記憶でいけば廃棄食 品の 不正流通、こういっ た問 題が生じた場合には 、
官邸とも連携をして 、関 係省庁ともばっと関 係を 築いて対応していく とい うことがございます 。
これについては、 ８ペ ージの下から課題と 試行 結果というところを 書い てございますが、９ ペ
ージのほうに箇条書 きで 幾つか書いてござい ます 。
こちらも現時点で は各 省庁を結ぶ共通のシ ステ ムがないということ と、 事案ごとに連携の相 手
が異なるという面が ござ いまして、遠く離れ たと ころから新規事案が 発生 したときに迅速に関係
を築けるか、こうい うと ころは課題がござい ます 。
矢印で幾つか今回 の試 行の中身も書いてご ざい ますけれども、課長 が出 席できず代理で対応 し
たですとか、テレビ 会議の 場合、１対１でやり 取りを する場合には余り問 題な いのですけれども、
多人数で切った張っ たの 意見調整というとこ ろで はまだ少し課題があ るか なというところでご ざ
います。
そのほか、③、④という ことで日常的な関係 構築、これも課題でござい まし たし、④としては、
先ほどと重複します が密 接な庁内連携、これ も場 所が２か所で離れて いる となかなか難しさが あ
ったというところで ござ います。
続いて、10ページ でご ざいますけれども、 企画 立案ですとか関係機 関と の連携ということで 、
政策を作り上げてい く業 務がございます。
（１）の①でござ いま すが、例えば法律・ 政令 を作るですとか、ガ イド ラインを作っていく 。
②というものがブ ルー の下にございますが 、政 策を作る上では、様 々日 常的な消費者団体で す
とか経済団体、こう いっ た皆様との連携も重 要だ ということでござい ます 。
試行の結果につき まし ては、11ページに書 かせ ていただいてござい ます けれども、まず、① と
して、現状は法制局 の審 査ですとか国会での 審議 、こういったところ では対面に依拠する部分 が
多いということでご ざい ます。
②のところで、有 識者 会議、今回実際にテ レビ 会議でもやりました けれ ども、ここも多人数 で
意見を調整するとい うと きになかなか難しさ があ ったということと、 会議 が終わった後、よく 委
員の先生にフォロー した りとか、そういった こと もするのですが、な かな かそういうことが難 し
いなというところが ござ います。
そのほか、③も関 係機 関、様々な皆さんと の関 係構築というところ もや はり距離があるとい う
ところで難しさがあ った ということでござい ます 。中身については記 載の とおりでございます 。
４．５からは視点 が変 わりますが、専門的 な人 材の確保というとこ ろで 申し上げますと、次 の
12ページのブルーの とこ ろがございますが、 消費 者庁自体はいわゆる 役人 以外にも任期付の職 員
の方ですとか非常勤 職員 の方、こうした方に専門 的な知見を持って御 活躍 をいただいていると い
うことで、その下の 課題 で書いてございます 。
①として、現時点 で、３桁ぐらいの人数に なり ますけれども、これ だけ の絶対数というのは な
かなか難しいという こと で、ここは今後関西 の広 域連合ですとか、そ うい ったところの御協力 も
いただかなくてはい けな いだろうということ でご ざいます。
一方で、四国大学 をは じめとしまして、徳 島県 でもこういった人材 の育 成に非常に積極的に 取
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り組んでいただいて いる ところですので、こ うい ったところには期待 した いというところでご ざ
います。
４．６のアクセス の利 便性というところに つき ましては、13ページ のブ ルーのところに書い て
ございますが、これは昨年 １年の消費者庁の職 員の 外勤の実績でござい ます けれども、6,000回ぐ
らいございまして、都内が4,000回ぐらいという こと でございますので、仮に徳 島から行くとする
と、それなりの時間・費 用の増加ということ があ るだろうというとこ ろで ございます。
働き方改革は飛ば させ ていただきまして、 ５番 として、今回の試行 も踏 まえた検討の方向性 と
いうことで、まだ政 府全 体の方針につきまし ては 、今後まち・ひと・ しご ととも調整をしてい く
という段階でござい ます が、
（１ ）としては 、まず 徳島県から提案のあ った「実証フィー ルド」と
しての活用という点 では 、熱心な取組、強い 意欲 などが確認されたと 、先 ほど申し上げたとお り
でございます。
13ページから14ペ ージ にずっと続いていた だき まして、引き続き連 携を協力いただきながら 、
14ページの矢印でご ざい ますけれども、徳島 県に 新しいオフィスを置 きま して、実証に基づい た
政策の分析・研究機 能を ベースとして新しい 政策 を作っていく発展・ 創造 の拠点、こういった こ
とになることが期待 され るのではないかとい うこ とでございます。
下のほう「（３） 現状に おいては、」と書い てござ いますが、アクセス の問 題ですとか、テレビ
会議等のシステムの 問題 ですとか、あとは迅 速な 対応、関係者との調 整、 日常的な関係の構築 、
こういったところに はま だ課題が示唆された とい うところでございま すの で、３年後を目途に、
このオフィスの成果 です とか課題の状況も踏 まえ ながら検証の見直し を行 ってはどうかという こ
とを考えてございま す。
15ページから17ペ ージ はそれぞれこういっ た業 務をやりましたとい うこ となので、御参考で御
覧いただければと思 いま す。
最後の18ページで ござ いますけれども、試 行的 滞在に要した経費と いう ことで書かせていた だ
いてございます。職 員の 滞在に要した経費、 ある いは今回の環境整備 に要 した経費、それぞれ 合
わせますと、2,700万 程度 になることが見込ま れる ところでございます 。
長くなって恐縮で ござ いますが、消費者庁 の報 告は以上でございま す。
○国民生活センター 川辺 理事

国民生活セン ター の川辺でございます 。

資料２−１、国民 生活 センターの「徳島県 にお ける試験的実施の結 果に ついて」という紙を御
覧ください。
検討の経過、その 他に つきましては先ほど 小野 審議官より御説明が ござ いましたので、試行 の
内容及び結果につい て御 報告させていただき ます 。
２ページ目の下の ほう から御覧ください。
試行につきまして は、研 修と商品テストがござい ますが、まず研 修からでご ざいます。研修 は、
主に地方自治体の消 費者 行政担当職員の方又は消 費生活センターなど で実 際に消費者の方から の
相談を受ける消費生 活相 談員を我々は主に対 象に しておりまして、研 修を 行っているところで ご
ざいます。通常は相 模原 で行っておりますが 、今 回は相模原と同じも のを ３回に１回ぐらい徳 島
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の鳴門市でやってみまし た。基本的にはプロ グラ ムは同じで、先生も 基本 的には同じ方をお願 い
しております。
（２）の①でござ いま す。どこからいらっ しゃ ったかということで す。 実際に６回ほど研修 を
行った結果、どこか らい らっしゃったかとい うこ とですが、全部で223名、 徳島県内から128名 い
らっしゃいました。 受講 者の方は、関西、中 国・ 四国の方が中心でご ざい ます。
地域的な分布につ きま しては、資料２ −２「参考 資料（研修）」の２ページ 目を見ていただくと
わかるかと思います 。左 側が鳴門の開催分、 右側 が相模原の開催分で 、１ 講座当たりに何人い ら
っしゃったかという こと に換算して記してお りま す。このように、関 西、 四国・中国の方が多 く
いらっしゃったとい うこ とでございます。
続きまして、本文 に戻 りまして、②で研修 の受 講者の方にアンケー トを とった結果でござい ま
す。相模原と鳴門の 両方 で受講者アンケート をと りまして、仮に国民 生活 センターが徳島県に 移
転した場合にはどう なり ますかという質問に 対し て、回答者の約３分 の２ の方が負担が「重く な
る」、「やや重くなる 」と 御回答いただいてい ると ころでございます。
③でございますが 、今 のはいらっしゃった 受講 者の方に聞いたこと です が、今度は派遣元で あ
る地方自治体に聞い たも のでございまして、 我々 が研修をする際に御 案内 を送るリストがござ い
まして、その方々に 送っ たものですけれども 、仮 に国民生活センター が徳 島県に移転した場合 、
研修参加回数はどう なり ますかという質問に 対し ては、約３割が「減少する 」、約４割が「参加で
きない」という御回 答を いただいているとこ ろで ございます。
④でございます。 今度 は研修会場のアクセ スの 問題でございますが 、ヒ アリングやアンケー ト
結果から、一部、研 修会 場まで乗り替えが多 い、 本数が少ないといっ たよ うな御指摘、特に公 共
交通機関の本数が少 ない という御指摘がござ いま した。一部には、車 を御 利用された方には非 常
にアクセスがよくな った 、自分で公用車なり 自家 用車を運転しておら れた 方については、アク セ
スがよかったという 御意 見もございました。 そう いう意味で、関西、 中国 ・四国地方から参加 者
の一部の方には、研 修へ のアクセスがよくな った という御意見もあっ たと ころでございます。
研修の運営でござ いま すけれども、県内で 講師 をお願いしようとし まし たら少し難しかった こ
ともございます。ま た、 アンケートの中には 、ど うしても受講者の方 が関 西、四国・中国に偏 っ
てしまったので、全 国の 人とお話ができなか った のが少し残念である 、こ のような御意見もご ざ
いました。
商品テストにつき まし ては、４ページ目を御覧 ください。
御案内かとは思います が、もう一度商品テ スト について御説明させ てい ただきますと、まず 商
品テストはテーマを 決め ます。一体何をやる のか ということを決めま すが 、その際に、実際に ど
ういう商品が市場に 流通 して、実際に消費者 の方 がどういうものを使 って いるのか、これにつ い
ては実際にお店に行 って このようなものがあ る、 こういうものが使わ れて いるということをチ ェ
ックしております。
また、商品テスト の場 合には、ノウハウが十分 蓄積されているもの は割 と簡単にできますけ れ
ども、初めてでこれ はど うやったらテストで きる のだろうというもの もご ざいますので、そう い
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ったものにつきまし ては 、どうやったら商品 テス トできるのかという こと について、有識者の 方
にヒアリングをして やり 方を考えていく。皆 さん が御期待するような 商品 テストの結果とはど う
いうことをテストす れば いいのか、そういっ たこ とをまず最初に企画 立案 してから行うことも 多
うございます。
その後、いわゆる 狭義 の意味でのテストを 実施 いたします。これに つき ましては、消費者の 使
用実態を踏まえてテ スト を行うわけですが、 １品 目について複数のテ スト 項目があることは非 常
に多うございます。 また 、その結果として、 いろ いろな機器や設備を 複数 使用しますし、スタ ッ
フの関係で１人の人 間が 同時並行的に何品目 かを 行うということもよ くご ざいます。
その後、結果の評 価で ございます。出てき たデ ータの結果につきま して 、有識者の方に吟味 を
していただきます。 それ でいわゆる狭義の意 味の 商品テストは終わる わけ ですが、その後、そ の
結果をもとに関係者 との 調整をいたします。 特に 事業者の方に来てい ただ いて説明をして、反 論
をする機会を提供し つつ 、場合によっては改 善を 要求する。我々は法 的権 限がない機関でござ い
ますので、任意で来 てい ただいて、こういっ たと ころがおかしいので 変え ていただけないか、こ
ういったものを変え てく ださいとか、こうい った 規格が要るのではな いで しょうかといったこ と
を交渉します。
その後、公表いた します。最後に、例えば それ で大きな問題になれ ば、 各省の審議会や民間 の
委員会等に出席して 、新 たな規格作りといっ たも のに参加することも ござ います。
これが商品テスト のプ ロセスでございます が、 課題について御説明 させ ていただきます。
４ページ目の（２ ）の ①でございます。ま ず、 施設・整備面、いわ ゆる ハード面での課題で ご
ざいますが、一番大 きか った問題としまして は、 我々のテストは危な いこ とを再現するために や
ることが多うござい ます ので、事故を再現す るテ ストに欠かせない過 酷な 条件を行うための設 備
が、今回我々が使用 させ ていただいた施設に はご ざいませんでした。
例えば、参考資料 ２− ３の２ページ目の左 側で ございますけれども 、も くもくと煙が出てい る
のが御覧いただける かと 思いますが、こうい うや や危険を伴うような テス トをするわけですが 、
この場合もちょうど 徳島にはそういう施設、我々 は今回使用すること はで きませんでしたので 、
保秘の観点もござい ます ので、少し周りを囲 みま して、ちょっと広めのと ころでやりました。 た
だ、ここは火災警報 器な どもあるようですし 、排 煙設備もないので、ここ でやるのは不適切か な
ということがわかり まし た。そういう意味で は、我々の事故を再現す るた めのテストに必要な 過
酷な条件をクリアす る、 そういったことをし ても 大丈夫な施設が今回 は利 用できなかったとい う
ことでございます。
また、次の丸でご ざい ますけれども、徳島 県で させていただいた施 設は 、基本的に民間の方 と
一緒に共同に使うよ うな 施設でございました ので 、商品テストは、あ る商 品で行っているとい う
ことが場合によって は作られている事業者の 方の 風評被害にも結び付くこ ともございますので 、
そういった風評被害 を避 けるために基本的に は公 表するまでは案件を 外に 出しておりません。 そ
ういう意味では、保 秘の 点での問題も多うご ざい ました。
３番目に、自前の 機器 でなかったというこ とで ございます。基本的 には 、商品テスト、例え ば
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化学的なテストのと きに は、非常に微量の分 析が 必要となりますが、今回 使わせていただいた セ
ンターではそれほど 高い 洗浄度を求めてない とい うこともございまし たの で、今回は信頼性の あ
る結果が得られなか った ところでございます 。ま た、借り物というこ とで 、すぐ今日使う、明 日
使うということもで きな かったので、機動的 なテ ストができなかった 点も ございました。
４番目に、今回は 行っ たのは４か所でやり まし たので、分散してお りま したので、効率性が 低
下した面もございま した 。
これがハード面の 課題 でございますが、ソ フト 面の課題、業務運営 面の 課題といたしまして 、
先ほど市場調査を行うと 言いましたが、県外 の店 舗を含め、従来より もっ と広い範囲で行わな け
ればならない。相模 原で は割と狭い範囲でも ある 程度商品がございま すけ れども、もう少し広 い
範囲でやらなければ いけ ないという課題がご ざい ました。
それから、テスト が終 わった後、関係者と の調 整の中で、事業者の 方に 来ていただくという プ
ロセスがあるのです けれ ども、その場合、我 々の 今やっている事業者 の大 半は全国的なものな の
で、どうしても東京 圏が 多うございます。そ うい った面でアクセス面 での 課題がございまして 、
実際に来ていただく 場合 に、アクセスが悪く て参 加できないという意 見も 多くございました。 そ
れから、有識者でご ざい ますが、少なくとも 今ま で我々が御助言をい ただ いている方々はどう し
ても東京圏に集中し てい るという問題がござ いま した。
これが、今までの 試行 結果でございます。
６ページ目の今回 の試 行も踏まえた検討の 方向 性でございます。
これも消費者庁同 様、 政府内で調整検討中 でご ざいますけれども、 現在 、我々としてはこの よ
うな感じではないか と思 っているものでござ いま す。研修業務につき まし ては、基本的には地 方
の方に対して研修の 機会 の提供は非常に重要 にな っておりますので、 今回関西、中国・四国地 方
の方の中には、相模 原に 比べてもアクセス向 上が 見られてございます 。
また、先ほど消費 者庁 の説明でございまし たが 、消費者教育や倫理 的消 費について、徳島県 の
ほうでも大変熱心な取組 が見られたというこ とも わかりました。
一方で、全国向け の研 修ということを考え ます と、徳島県のみで行 うに はアクセスの観点か ら
なかなか難しいこと もあ るのではないかとい うこ ともわかりました。私ど もとしましては、主 に
関西、中国・四国向 けの 対象者を想定した研 修を 行ったらどうか。ま た「 消費者行政新未来創 造
オフィス」の成果を活用 し て、
「徳島独自の研修」を 行っていくことがで きた らよいのではないか
と考えたところでご ざい ます。
商品テストにつき まし ては、徳島県の協力 で、商品テストの対象と して必要な消費者の方が 実
際に使われている商 品を 迅速に集めることが でき ました。そういう意 味で は、非常にポジティ ブ
なところもございま した 。また、徳島県自体 、我 々と消費者庁がやってい る医療機関ネットワ ー
クに入っている病院 もご ざいますし、社会的 実験 に対しても非常に前 向き であると聞いており ま
す。
一方、先ほど申し 上げ ましたが、商品テス トの 施設は１か所で保秘 が保 てて、かつ相模原と 同
じような施設がない と必 要な商品テストは実 施が できないということ は確 認されました。また 、
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自前でそういう設備 があったとしても、事業 者の 交渉のようなことも 含め 、運営上の課題もあ る
こともわかりました 。
そういうことで、 矢印 になりますけれども 、こ れから徳島県との継 続的 な連携を前提とした 上
で、ほかの自治体の方、大 学や研究機関の方、ま た民 間部門の方の協力を 得な がら、徳島県を「実
証フィールド」とし て活 用することで、今ま でで きなかった先駆的な 商品 テストプロジェクト を
行ってはどうかと考 えた ところでございます 。
研修及び商品テス トに つきましても、３年 をめ どにその成果や課題 を、 改善状況を見ながら 検
証・見直しを行って はど うかと考えていると ころ でございます。
○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 御説明の内容につき まし て、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。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

今まで の御 説明を伺うと、活動 が東 京中心なので、徳島 に移 した場合は費用がか か

るとか、研修を受け られ る方はちょっと不便 であ るとか、テレビ電話 では 十分機能しない部分 が
あるとか、いろ いろ課題が 報告されました 。一方、実 証のフィールドとい うこ とから考えますと、
徳島は素晴らしい消 費者 教育の実証のフィールド になるのではないか と私 は個人的に考えます 。
背景としましては 、知 事がすごく熱心で御 理解 がある。そういう場 所を 見つけること自体難 し
くて、消費者教育推 進法 ができてもなかなか 具体 的なやり方を示せて いな いというところがあ り
ます。徳島の場合は 、消 費者大学とか大学院 など でどんどん人材がで きて いるのです。サポー タ
ーとかコーディネー ター とか、そういう人材 もあ るし、知事の御理解 もあ るということで、コ ン
パクトにいろいろな ケー スを実証して日本全 国に 示せるのではないか と思 います。地方のフィ ー
ルドを利用すると、 都会 ではできないような ネッ トワークとか、具体 的に 進めた形のものが提 示
できると思うので、是非 消費者教育の実証実 験の フィールドにしてい ただ いて、モデル的な県 に
なっていただけたら と思 います。
○河上委員長

何か ござ いますか。

○消費者庁小堀総務 課企 画官

そうですね 。今回試 行でも消費者教育も 見せ ていただきましたし、

消費者大学校なども 行か せていただきまして 、正 に委員のおっしゃる よう に知事のリーダーシ ッ
プ、熱意というとこ ろは 強みだと思いますの で、 そういったところか ら新 しいモデルを作れな い
かと我々も考えてい ると ころです。
○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

今の 質疑にも少し関連す るの ですが、徳島の「消 費者 行政新未来創造オフ ィ

ス」が実証に基づい た政 策の分析・研究機能 をベ ースとして、これま でや られていなかったこ と
に新たに取り組んで いく ということが掲げら れて います。これは消費 者庁 、あるいは国民生活 セ
ンターもそういう方 向付けを示しておられま す。
ただ、消費者団体 など から出ている危惧の 議論 の中に、この７月に 行わ れたような様々な分 野
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の機能をこれから３ 年間、また、五月雨式に 試行 していって、また機 能的 にそがれることにな ら
ないかという危惧の 念が 出ているのですが、 この 新しいオフィスでや る取 組、現状ではまだ具 体
的なものが浮かび上 がっ ていないのですが、 何を やるのか、あるいは どう いうことを政策目標 と
して掲げるのかとい うこ とを明確にしていた だく 必要があるのではな いか ということです。
それから、それを ある程 度定期的に、例えば この消 費者委員会にも報告 して いただいたりして、
客観的に新しいオフ ィス での取組というもの を評 価・検証するという こと が必要ではないかと 思
うのですが、その辺りの このオフィスで行わ れる ものの方向付けなり 展開 の進め方については ど
うお考えなのでしょ うか 。
○消費者庁小野審議 官

御意見どうもありが とう ございました。

現在構想段階です ので 、政府決定を踏まえ て構 想を固めていくとい うこ とになろうかと思い ま
す。これを実行に移 して 消費者委員会にも適 宜御 報告させていただき まし て、また、とりあえ ず
３年後をめどに評価 して 見直していくという こと を考えておりますの で、 その際にも是非消費 者
委員会に御報告して 御意 見等をいただければ と思 いますので、どうぞ よろ しくお願いします。
○河上委員長

小堀 企画 官、何かございます か。

○消費者庁小堀総務 課企 画官

少し付け加え させ ていただきますと、 新し いオフィスでは、先 ほ

ど来申し上げていま す、恐らく研究・分析と か、 あとは正にモデルと なる ようなプロジェクト 、
こういったところが 中心 になろうかと思いま す。 一方で、今回７月に やっ たような全部の業務 を
テストしてみるとか 、そ ういったことを３年 続け るというのは恐らく 現実 的ではないだろうと 思
っているところでご ざい ます。
○河上委員長

あり がと うございました。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

ありが とう ございました。

この間、大変に御 苦労 されたことと思いま す。 他省庁との連携とい うの は何より重要ですし 、
法執行に関しては試 行が できなかったとか、消費者 庁に私どもが期待す る機 能、役割については 、
移転が結果的に非常 に現 段階では難しいとい うこ とと、試行もできな かっ たということだと私 は
理解いたしました。 消費 者庁に対しては、設 立前 から国民が非常に強 い期 待を持っているとこ ろ
です。これだけ強い 期待 を持って設立された 省庁 というものもかつて なか ったのではないかと い
うぐらいに思ってお りま す。そういうところ で、 今後もそれを踏まえ て御 検討いただければと 思
います。
国民生活センター に関 しましては、私が所 属す る団体は相談員の団 体で ございますので、各 地
からいろいろ意見も 聞こ えてまいりました。 研修 に参加しづらいとい うこ ともさることながら 、
商品テストに関しま して は非常に重要な問題 でご ざいますので、その こと に関しては今回の結 果
を重要視していただ きた いと希望します。
新しいオフィスに 関し ましては、やはり費 用対 効果を含めてその有 効性 について御検討を引 き
続きお願いしたいと 思い ます。
○河上委員長

何か ござ いますか。
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○国民生活センター 川辺 理事

どうもありが とう ございました。研修 につ きましても、是非い ろ

いろな方がアクセス でき るようにしてまいり たい と思いますし、商品 テス トにつきましても、 今
まで行っているもの にプ ラスアルファといい ます か、今までできなか った ものについて、徳島 県
の「実証フィー ルド」も 活 用して新たなプロジ ェク トを仕組みたい 、そのよう に考えております。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
２点あ りま す。一点は消費者庁 ある いは消費者委員会の 仕事は、消費者のための 安

全・安心を確保する ため のスピーディーな対 応と いうものを求められ てい ます。そのときに、 今
の御報告によります と、 ほとんどの企業の８ 割方 が中央に存在して、 その 関係者を呼んでいろ い
ろやらなければいけ ない。消費者庁の仕事の 中に は、解決をする部分 と教 育をする部分、それ か
ら、検証をする部分 とい うものがあるかと思 うの です。この徳島の新 しい「消費者行政新未来 創
造オフィス」でどの 部分 を検証していくのか はっ きりさせていかない と、 同じ結果が出てくる と
思っています。スピ ーデ ィーに民官連携して いろ いろな現状の問題を 解決 していくという私た ち
の最大の目的が果た せる かどうかということ の検 証が必要であろうと 思い ますので、その辺を ど
う考えていらっしゃ るか をお聞きしたい。
もう一つなのです が、 私たちは消費者の利 益を 守るために仕事をし てお りますが、消費者の 利
益の中に税金という もの があります。拠出さ れた 税金を経費として使 って いくわけですから、 そ
ういう場合に、この 税金 の使い方を、あるい は経 費の使い方を明確に 消費 者に説明ができるの か
どうかがとても大事 なこ とだと思います。そ の点 において、「消費者 行政新 未来創造オフィス」、
今回は3,000万ぐら いかか っていますが、今後３年 間もここでいろいろ なお 金が拠出されていく 。
その中で、それがき ちん と説明できるような プラ ンがされているのか どう か、どういうことを 考
えていらっしゃるの かを お聞きしたいです。
○河上委員長

お願 いし ます。

○消費者庁小堀総務 課企 画官

まず、
「消費者行 政 新未来創造オフィス」に お きましては、やはり

東京では必ずしも今 、十 分にできていないと いう ところもあるかもし れま せんが、正に調査で す
とか研究、あるいは 地域 でのモデルケースの作り 込みですとか、そう いっ たことを通じて消費 者
行政をいかに強化し てい くのかということに 取り 組んでいくのだろう と思 っております。そう い
う意味では、繰り返 しにな りますが、７月に行 ったよ うな業務を試してみ ると いうフェーズから、
少し実際に新たな成 果を作り出して強化に結 び付けていくという努力 をま ずしていくのだろう と
思ってございます。 もち ろん税金を使うとい うこ とでございますので 、我 々も徳島県の皆さん の
御協力も恐らく不可 欠だ と思いますが、そう いっ た中で、できるだけ の成 果、消費者行政の強 化
につながるような取 組を やっていくというこ とに なろうかと思います 。も ちろんお金につきま し
ては、この件に限ら ずで はありますが、しっ かり ときちんとした適切 な執 行ができるようにや っ
てまいりたいと思っ てご ざいます。
○河上委員長

でき れば そういうものも御報 告の 中でお知らせいただ いて 、コストパフォーマ ン

スについて検証でき るよ うな形でやりたいと 思い ますので、是非よろ しく お願いいたします。
○消費者庁小堀総務 課企 画官

私が申し上げ るこ とではないかもしれ ませ んが、消費者委員会 の
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皆様方にきちんと報 告を させていただいて、 御助 言ですとか、そうい った ことを賜れば非常に あ
りがたいかなと思っ てご ざいます。
○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

消費者 庁と 国民生活センターの 今回 の試行については、 もち ろん経費はかかった わ

けですけれども、し っか りした試行をしてい ただ いたと思うのですが 、私 もちょっと不安にな り
ますのは、その結果 、今 後「消費者行政新未 来創 造オフィス」という もの を設置するというこ と
なのですが、これが 一体 どういう機能を果た して いくのかと。確かに 各委 員の方からもお話が あ
りましたが、具体的 な中 身を明確にせずずる ずる とやってしまうと、 今の 試行と同じようなこ と
をやるのは余り意味 がな いのではないかと私 も考 えております。
この試行の結果と いう のは、これはこれで 消費 者庁の本来の機能が どう 評価されているのか 、
どういう位置付けな のか ということは明確に わか ったということに意 味が あると思うのです。
これは前向きと言 って いいかどうかわかり ませ んが、私から提案を させ ていただきたいので す
が、もし検討が可能 であ れば、いわゆるグロ ーバ ルな消費者問題とい うも のをこれから日本は 率
先して考えていかな けれ ばいけないのではな いか と感じているわけで す。 越境型のトラブルに つ
いて、国民生活セン ターのほうでもいろいろ取組 があるようですけれ ども 、電子商取引をはじめ
としていろいろ新し い問 題が出てきていまし て、 そういう中で、国際 的な 研究のハブを作ってい
くとか、思い切って、予 算の問題もあります けれ ども、日本の国際的 な貢 献ということも考え れ
ば、今、世界の消費 者行 政の中で日本がリー ダー シップをとっていく べき 立場というものはあ る
のではないかと。せ っか く知事さんが熱心だ 、地 元も熱心だというこ とで あれば、現在の問題 を
どう処理するのかだ けで はなくて、正にこの 名前 のとおりに、日本が 将来どういう世界への貢 献
をしていくのか、消 費者 問題についてどうい う役 割を果たしていくの かと いうことも展望しな が
ら、是非、例えば研 究機 能とか、そういった もの を強化していくとい うこ ともお考えいただけ れ
ばいいのではないか と。 世界から見ると、徳 島と 東京というのはそん なに 距離があるように見 え
ませんので、世界の 方々 には理解を得やすい ので はないかと思うので すが 、いかがでしょうか 。
○消費者庁小堀総務 課企 画官

国際的な問題 とい うのも日本の消費者 行政 ではまだまだ食いぶ ち

がある部分だと思っ てご ざいますので、今後 具体 的にどういうことを やっ ていくか詰めていき ま
すので、いただいた 御意 見を参考にしながら 考え ていきたいと思いま 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

ありが とう ございます。

いろいろな意見が あり ましたけれども、私 もこ の徳島の新しいオフ ィス は、今の国際的な研 究
機関としての役割と いう か、ハブというもの に加 えて、むしろ徳島を フィ ールドとして使ってい
ろいろな実証実験の よう なことをした場合、 それ をきちんと全国の地 方自 治体のみんなが共有 で
きるような仕組みを 、い ろいろなシステムも 構築 をされているわけで すか ら、その場に閉じな い
ようにしていただき たい と思っております。これ が３年間の検証とい うこ とではなく、むしろ き
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ちんと未来につなが る形でPDCAを回していく とい うか、かなり短い単 位で 検証しながら新しい も
のを探していってい ただ きたいと思っており ます 。
今回７月に実施さ れた 消費者庁と国民生活 セン ターの実証の結果に つき ましても、きちんと 丁
寧な検証がされたわ けで すから、政務官に申 し上 げるところですけれ ども 、その結果は政府と し
てもきちんと評価い ただ いた上で、これから の３ 年間のところでも、既に 検証したものについ て
もきちんと記録して 、次 の決断のときに参考 にし ていただければいい のか なと思っております 。
いずれにしても、 いつ もいろいろな政治的 なア イデアに対応するた めに 、特に国民生活セン タ
ーは何度かこういっ たた くさんの体験をして きて おりまして、そのこ とに たくさん人も時間も割
いて対応してきてい ると いうことは事実です 。本 来やるべきものをや るた めに非常にたくさん の
努力をされておられ ると 思いますので、それ を含 めて今後の決断にお きま しても、そういうこ と
がないように、是非国民 のために何が行われ るべきかについては、こ れま での検証結果をきち ん
と評価していただけ れば と思います。
以上です。
○河上委員長

いか がで すか。特によろしい です か。

○消費者庁小堀総務 課企 画官

特に、最初に おっ しゃられた成果を全 国に 普及するという点は 大

事なポイントだと思 って ございますので、それは意 識してやってまいり たい と思ってございます。
３年後の検証見直 しと いうことも書いてご ざい ますが、その中で は当然消 費者行政の進化とか、
そういったところに 寄与 したのかというのは 一つ の観点になってくる のだ ろうと思いますので 、
またその際にもよろ しく お願いできればと思 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

今回の テス トは、徳島県に消 費者庁な どの移転をするか否 かの 検証のテストですね。

その結果、出てきた 結果 ですね。そうすると 、プ ラスとマイナスが非 常に ありますねというこ と
がわかってきたわけ で、 今後３年検証をする とき に、同じ視点で検証 をし ていく、続けていく の
か、マイナスのとこ ろを もう少し深掘りして 検証 していくのか、全く 違っ て、消費者庁の中で 役
割分担を変えて、こ うい うことだったら可能 かも しれないという可能 性を 探っていくのか、そ の
辺の見取り図という か、 そういった設計図み たい なものが基本なけれ ば、 ここに今、３年間「 消
費者行政新未来創造 オフ ィス」という名前の中で 、
「ここを研究所にしたら い いのではないか」と
か「消費者教育の場 にし たらいいのではない か」と、そういうふうに 事が 動いていってしまい ま
す。そうではなくて 、第 １次結果を踏まえて何を 明確にしていって役 割分 担をしていくのか、 本
当に移れるのかどう か、 行って検証するとい う、 そういったところで なさ るのか、その辺のと こ
ろを少し、次回でも 結構 ですので、明快にし てい ただけるとわかりや すい。細部に行けば行く ほ
ど最初の課題である 消費 者庁などの移転の提 案と いうものがぼやけて きて しますので、その辺 を
明快にしていただけ ると いいかなと思います 。
○河上委員長

今の は御 要望ということでよ ろし いですか。

ほかにはいかがで しょ うか。大体よろしい でし ょうか。
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ほかになければ、 私か ら一言申し上げさせ てい ただきたいと思いま す。
先ほど、消費者庁 、そ れから、国民生活セ ンタ ーから試行に関する 御報 告をいただきまして 、
委員の方から様々な 御意 見を頂戴したところ であ ります。また、７月 には 河野前消費者担当大 臣
から「消費者行政新 未来 創造オフィス」とい う拠 点を置くという考え 方が 示されたということ で
あります。
これを踏まえて、 今後 の取組に関する意見 を発 出するという提案を 行い たいと思います。皆 様
に御異議はございま せん でしょうか。
（異議なしの声）
それでは、異議が ない ということですので 、意 見の原案をお示しさ せて いただきます。
事務局は意見案の 配付 をお願いいたします 。
（意見案配付）
○河上委員長

よろ しい でしょうか。

ただいま配付され まし た意見案は、これま での 各種試行等を踏まえ た今 後の取組に関する意 見
案でございます。こ れに ついて若干議論を行 って 、委員会としての意 見を 取りまとめようと思 い
ます。
意見案の説明につ きま しては、事務局にお いてお願いいたします。
○黒木事務局長

そ れで は、追加資料として 配付 させていただきまし た意 見（案）に基づきま し

て、御説明をさせて いた だきます。
まず、冒頭のとこ ろで この意見案を出すに 至っ た経緯を簡単に述べ てお ります。既に最初に 委
員長からも御説明が あり ましたけれども、本 年３ 月にまち・ひと・し ごと 創生本部の決定に基 づ
いて、これまでICTの活 用 等による試行等が行 われ てきております。その結 果 を踏まえ、本年８月
末に結論を得るとい うこ とが目指されている とこ ろでございますけれ ども 、消費者庁につきま し
ては、先ほどの「消 費者 行政新未来創造オフ ィス」、以下、「徳島オフ ィス」 と言わせていただき
ますけれども、これ を置 いて、実証に基づい た政 策の分析・研究機能 をベ ースとした消費者行 政
の発展・創造の拠点 とす るという考えが示さ れて いるというところで ござ います。
これを踏まえまし て、 今後の消費者行政の 目指 すべき姿に関して、 当委 員会として意見を述 べ
るという位置付けで ござ います。消費者庁に おか れては、徳島オフィ スの取組を進めるに当た っ
て意見を留意された いと いうことにしており ます 。
また、当委員会と いた しましては、その取 組を 注視し、消費者庁の 機能 維持、消費者行政の 進
化等の観点から、今 後と も必要に応じて意見 を述 べるということでし てお ります。
具体的な内容でご ざい ます。３点に分けて おり ます。
１点目は、まず徳 島オ フィスでの取組につ いて 、新しい取組に挑戦 をす ることということで ご
ざいます。本来、消 費者 庁に期待されている 役割 がこれまで以上に十 分果 たせているかという 観
点から、この徳島オ フィ スの取組というのは 検証 されるということに なる と考えられます。す な
わち、徳島はもとよ り近 隣地域のネットワー クも 活用した「実証フィ ール ド」として、本来の 政
府機関としての機能 の向 上、あるいは新しい 消費 者行政・政策を創造 し、 実現していくという こ
18

とが求められるとい うこ とでございます。
そのためには、地 域の 特性を生かして新た な取 組に挑戦をして、消 費者 行政を進化させるよ う
な工夫ということが 必要 であろうと。また、 その 際、その成果につい て一 定の目標を設定して 、
実効性の確保に努め るべ きということでござ いま す。
２点目でございま すが 、この徳島オフィス での 進捗状況でございま すけ れども、これを定期 的
に本委員会、消費者 委員 会に報告することを 求め ているところでござ いま す。
最後に、３点目で すが 、徳島オフィスの成 果に ついては、丁寧な検 証を 行うこととしており ま
して、３年程度をめ どに この徳島オフィスの 成果 、検証の見直しを行 うこ とが考えられている と
ころでございますけ れど も、それにつきまし ては 、このオフィスの取 組の 成果はもとより、そ の
他の環境整備の進捗 状況 も踏まえて、客観的 な検 証を行うべきである とし てございます。
意見案についての 御説 明は以上でございま す。
○河上委員長

あり がと うございました。

それでは、ただい まの 内容について、御質 問、 御意見のある方は発 言を お願いしたいと思い ま
す。
あらかじめ意見に 関し ては、皆さんにお伝 えを しつつ調整を図って きた ところではございま す
が、この時点で何か 御意 見等がございました らお 願いをいたします。
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。

基本的にはここに 書い てある中身で承認し たい と思うのですが、１ 点だ け、先ほど来の質疑 の
中にもありましたよ うに 、この新しい徳島オ フィ スで何をするのかと いう ことについてはまだ 中
身が固まっていない し、 論者によって広い、 狭い 、様々な捉え方があ りま す。ただ、それをや っ
ているうちに段々と これ もあれもとなってい くと、いつの間にか様々な課 題の試行と拡散して も
困ります。あくまで もこ の第１項にあるよう に、 これまで東京の消費 者庁 、国民生活センター で
は実施できていなか った 新しい取組に挑戦す るの だというここを確認 し、 政策目標をする最初 の
時点でまず報告をし てい ただいて、それを明 確に しておくこと、そし て、 それについて定期的 に
また進捗状況を報告 して いただくと。そうい う趣 旨で、まず、第１段 階の 目標設定、報告とい う
ところから是非お願 いし たいと思います。
以上です。
○河上委員長

河野 前大 臣の記者会見などで も試 行のための試行をや ると いう時期はもう終わ っ

たという言い方をさ れて おりまして、その意 味で も、今回の徳島オフ ィス というものは、むし ろ
新しい課題に向けた 具体 的なプロジェクトを 考え て、そのプロジェク トを 実施してその成果を 検
証するというところ に向 けられると理解して おり ます。
ほかにはいかがで しょうか。
樋口委員、どうぞ 。
○樋口委員

新しい 取組 ですから、当然 予算につい ても余り最初に案を作る ときに、スクラ ップ・

アンド・ビルドで既 存の 政策を削ってという こと ではなくて、思い切 った プロジェクトをまず 考
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えて、それを査定も もち ろんあるわけですが 、最 初の打ち出しが小さ いと 既存の政策をただ組 み
替えるだけになって しま いますから、この新 しい 追加的な行政になる よう な形で、最初の案と い
うのは、是非思い切 った ものをこの委員会に もお 持ちいただければと 思い ます。
○河上委員長

一部 には 焼け太りはいかぬと いう 意見がございます。 ただ 、消費者行政に関し て

言うと、元々が太っ てい ないのです。痩せた 状態 でスタートしており ます から、むしろ必要な と
ころを補完的に今度 の新 しいプロジェクトで 足し ていって、消費者行 政そ のものを進化させる と
いう観点でプロジェ クト を立てていただくと いう ことが大事なのであ ろう と思います。
ほかにはよろしい です か。
では、特にこの意 見案に ついて、修正の御提 案とい うものはなかったと 理解 いたしましたので、
原案のとおり決定を させ ていただきます。こ の原 案をもって、当委員 会の 意見といたします。
それでは、この議 題は 以上となります。
ここで務台大臣政 務官 は御退席となります 。お 忙しいところを御出 席い ただきまして、あり が
とうございました。
○務台政務官

失礼 しま す。
（務台政務官退席）

○河上委員長

また 、消 費者庁、国民生活セ ンタ ーにおかれましては 、お 忙しいところ審議に 御

協力をいただきまし て、誠にありがとうござ いま した。
（消費者庁、国民生 活セ ンター退席）

≪４．その他≫
○河上委員長

それ では 、最後に「その他」 とし まして、新開発食品 調査 部会から御報告がご ざ

います。
阿久澤部会長から 御報 告をお願いいたしま す。
○阿久澤委員

それ では 、私から特定保健用 食品 の表示許可に関わる 答申 について御報告いた し

ます。
平成28年６月10日 に開 催した第34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、 ８月17日付けで内閣 総
理大臣へ答申を行い まし た。
参考資料１の答申 書を御覧ください。
内閣総理大臣より 諮問 を受けて、第34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、 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。
なお、その指摘事 項は、別添にも書いてあ りま す表示内容に関する もの です。
私からの報告は以 上と なります。
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○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

これは御報告を受 ける ということですので 、以 上でございます。

≪５．閉会≫
○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。
この後、委員間打合せ を行いますので、委 員に おかれましては委員室に お集まりください。
なお、本日16時30分を 目途に、報道機関の 皆様 を対象とする委員長 記者 会見を予定しており ま
すので、併せてお知 らせ させていただきます 。
○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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