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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 お集まりいただきま して 、ありがとうござい ます 。ただ今から「消費 者
委員会

第242回本会 議」 を開催いたします。

本日は中原委員が御欠 席となっております 。
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

〜１−４につきまし ては 特定商取引法施行令の一 部改正についての関 連資 料。資料２が消費者 基
本計画工程表の改定 に向 けた意見の関連資料 。資 料３−１〜３−３が身元 保証等高齢者サポー ト
事業についての関連 資料 。参考資料１〜４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。

≪２．特定商取引法施行令の一部改正について≫
○河上委員長

最初 の議 題は「特定商取引法 施行 令の一部改正につい て」 です。本件につきま し

ては、資金決済法の改正 に伴うものとして資 料１ −１のとおり、ガス 事業 法の改正に伴うもの と
して資料１−２のと おり 、それぞれ本年１月30日 に内閣総理大臣から特定 商取引法における適 用
除外に関する政令の 改正 についての諮問がご ざい ました。
本日は、これらの 諮問 事項について、消費 者庁 、金融庁及び資源エ ネル ギー庁からヒアリン グ
を行い、審議を行っ た上 で、委員会としての判断 を示すこととしたい と思 います。
消費者庁、金融庁 、資 源エネルギー庁にお 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、施行令 改正 の概要についてでご ざい ますけれども、合わ せて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 。
○消費者庁佐藤取引 対策 課長

消費者庁取引 対策 課長の佐藤でござい ます 。どうぞよろしくお 願

いいたします。
それでは、お手元 の資料 １−３と１−４に基 づき まして御説明させて いた だきますので、まず 、
１−３を御覧いただ けれ ばと思います。
１−３は、今 、河上委 員 長からお話しいただ きま したとおり、資 金決済法の 改正によりまして、
仮想通貨交換業に関 する規制が新たに導入さ れた ことに伴いまして、 特商 法の施行令を改正す る
1

ことが適当かどうか とい う話でございます。
まず「１．諮問の 必要 性」を御覧ください 。そ こにありますように 、資 金決済法が改正され ま
して、仮想通貨の売 買な どを行う「仮想通貨 交換 業」に対して新たに 規制 が整備されたところで
ございます。
御案内のとおり、 私ど もの特定商取引法に 関し ましては、訪問販売 、通 信販売、電話勧誘販 売
の３類型につきまし ては 、ほかの法律の規定 によ って消費者の利益が 保護 できると認められる 場
合には適用除外とす ると いう整理になってご ざい ます。
こういう整理に基 づき まして、今般の資金 決済 法の改正に伴いまし て、政令を改正する必要 が
あるかどうかについ て御 意見を賜りたいとい うこ とでございます。
次に「２．諮問事 項」 でございますけれど も、この特商法の適用除 外に関しましては、ほか の
法律におきまして主 務大 臣が消費者保護を目 的と した是正措置を行うこと が可能とされているも
のを適用除外として 措置 するという考え方に なっ ておりまして、この 資金 決済法について申し 上
げますと、既に現行 の法 令におきまして、前 払式 支払手段発行者、資 金移 動業者等が行う商品 の
販売又は役務の提供 につ いて、特商法の適用 除外 という整理にされて おり ます。
今般、改正されま した 資金決済法では、利 用者 保護の観点から、仮 想通 貨交換業者に対する 誤
認防止のための説明 、契 約の内容についての 情報 提供等の措置を講ず る義 務、利用者財産の分 別
管理の義務などが規 定さ れております。その 上で 、利用者の保護のた めに 、必要があれば内閣 総
理大臣が業務改善命 令、更には業務停止命令 等を 発出することができ ると いう規定が新たに導 入
されております。し たがい まして、改正資金決 済法が規定します仮想通貨 交換 業につきましては、
主務大臣である内閣 総理 大臣が消費者保護を 目的 とした是正措置を行 うこ とが可能であると言 え
るのではないかと考 えて おります。
結論といたしまし ては 、改正資金決済法に 規定 します仮想通貨交換 業は 、特商法の適用除外 と
する旨、施行令の改 正を 行うことが適当であ ると 私どもとしては考え てお りますところ、委員 会
の御意見を伺いたい と考 えております。
続きまして、ガス 事業 法の改正によります ガス 小売全面自由化に伴 う措 置について、御説明申
し上げます。資料１ −４を御覧ください。
まず「１．諮問の 趣旨」でございますけれ ども 、特商法は訪問販売 、通 信販売、電話勧誘販 売
の３類型について「契約 の締結後速やかに提 供さ れない場合には、そ の提 供を受ける者の利益 を
著しく害する恐れが ある 役務として政令で定 める 役務の提供」につき まし ては、いわゆるクー リ
ング・オフ規定の適用除外 としております 。これに基 づきまして、特 商法の施行 令におきまして、
ガス事業法に規定さ れて おります一般ガス事 業者 及び簡易ガス事業者 が適 用除外の対象とされ て
おります。これは日 常生 活において必要不可 欠な ガスの供給について 、事 業者がクーリング・ オ
フ期間の役務提供を 控え ることによって、か えっ て供給を受ける消費 者の 利益が害されること が
ないように、こうい う制 度にされているとい うと ころでございます。
それと裏腹の関係 でご ざいますけれども、ガス 事業法におきまして は、 同様に供給を受ける者
の利益を害すること がな いように、一般ガス 事業 、簡易ガス事業に該 当す る役務の提供に供給 義
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務が課されていると いう ことでございます。
今般、ガス事業法が改 正されまして、ガス の小 売業参入の全面自由 化が 実施されることにな り
まして、それに伴い まし て、従来の事業類型 を変 更するという改正が行わ れることになります 。
これに伴いまして 、特 商法の施行令につい て所 要の改正を行う必要 があ るのではないかと考 え
ております。
次の２ページ目を御覧 ください。改正ガス事業 法につきましては、 従来 の一般ガス事業者、 簡
易ガス事業者といっ た区 分を廃止いたしまして、事 業類型を変更すると いう 改正が行われました。
具体的には、下の参考 の図を御覧いただけ れば と思いますけれども 、こ のようにガスの生成か
ら需要家への供給に至る までの流通段階に応 じて事業を区分するとい う改 正が行われておりま す。
需要家に対してガ スを供給する契約を締結 する こととなるガスの小 売事 業者につきましては 、
一般的には供給義務 は課 されるものではなく なる ということなのです けれ ども、小売事業者が 経
営破綻などして、消 費者 がガスの供給を一切 受け られなくなるという こと が生じると困ります の
で、その上流にいま す一 般ガス導管事業者は 最終保障供給として、ガ スの 供給を拒んではなら な
いという、一種の供 給義 務が課されるという 整理 になっております。
以上を踏まえまし て、３ポツを御覧いただ けれ ばと思いますけれど も、このように、ガス小 売
事業者には供給義務 が課 されていないことか ら、 ガスの小売業者が訪 問販 売などで消費者とガ ス
供給契約を締結した 場合 には、クーリング・ オフの対象にするという こと が消費者利益の保護 に
資するものと考えて おり ます。
他方、改正法にお ける一般ガス導管事業者 の最 終保障供給につきま して は、供給されないと 、
消費者の生活に支障 を来 すガスの供給でござ いま すので、特商法の26条３ 項第２号にいうとこ ろ
の契約の締結後速や かに 提供されない場合に はそ の提供を受ける者の利益 を著しく害するもの に
該当すると考えてお りま す。
したがいまして、この 最終保障供給によっ て提 供される役務につい てはクーリング・オフ規 定
の適用除外とするよ うに 、特商法の政令を改 正す ることが適当ではな いか と考えておるところ で
ございます。
最後、３ページ、 この 改正ガス事業法の附 則に おきましては、経過 措置 ということで、旧一般
ガスみなしガス小売事業 者、旧簡易ガスみな しガ ス小売事業者が行い ます 改正前のガス事業法 と
同様にガスを供給す るこ とが義務とされる役 務、これらについては、 消費 者にとって供給され な
いと生活に支障を来 すガ スの供給ということが言 えるということでご ざい ますので、これらに つ
いても、クーリング ・オ フ規定の適用除外と して 規定することが適当 であ ると考えておるとこ ろ
でございます。
なお、御参考まで に同 様の趣旨の改正を昨 年の 電気事業について手 当て をしたところでござ い
まして、本質的には 同じ ような改正かと考え てお りますけれども、こ のよ うな施行令の改正を 行
うことについて、消 費者 委員会の御意見を頂 けれ ばと考えております 。
以上、簡単ですけ れど も、私からの御説明 とさ せていただきます。
○河上委員長

あり がと うございました。
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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。
大森委員、どうぞ 。
○大森委員

ガス事 業法 に対しては、変更に伴っ て、小売業者に対し てク ーリング・オフを入 れ

ていただき、最終保 障供 給のあるところにはクー リング・オフの適用 除外 とすると、現状に合 わ
せた合理的な改正か と思 います。
もう一点のほうで す。 資金決済法の仮想通 貨の件ですけれども、こ れは ほかの業法できっち り
した規制があるもの は適 用除外になるという ルー ルですから、これ自 体は きっちりと財産の分 別
管理とかが施されて いる し、きっちりした改 善命 令とかも出せるとい うこ とで、今までのルー ル
からいうと、適用除 外と なるということは当 然な のかなと思います。
今後のお願いです けれ ども、なかなか消費 者教 育が進んでいません 。進 んでいない中でも、ク
ーリング・オフとい う言 葉は割合周知されて いま す。でも、十分時間 がと れないので、訪問販 売
だったら全てクーリ ング・オフできると考える 消費 者がとても多くて、実は別 の事業法があって、
そちらで適用除外に なっ ていたということで 、被 害が出て、クーリン グ・ オフに代わるような 制
度が導入されたとい うこ ともございますので 、今後 、いろんな商品が販 売され るようになったり、
販売方法が多様化さ れたときに、迅速に対応 する のがかなり難しいの では ないかと思います。 な
ので、今後、できる だけ 適用除外ということ は入 れない方向で考えて いた だけると、一般消費 者
にとってはとてもわ かり やすいのではないか と思 います。これは私個 人の お願いです。
○河上委員長

この 辺は いかがでしょうか。

○消費者庁佐藤取引 対策 課長

私どもとして は当然のこととして、特 商法 の適用除外にすると い

うことは、他法令におい て十分な消費者保護 、利 用者保護が図られる とい うことが前提になっ て
いると考えておりま すの で、今の御指摘も踏 まえて 、消費者保護に支障 を来す ことがないように、
金融庁をはじめ、関 係省 庁ともよく連携をし て、 新たな見直しの必要 性が 生じた場合には、よ く
相談して慎重に検討 して いきたいと考えてお りま す。
○大森委員

あと一 点御 質問ですけれども、 一般 消費者が適用除外に なっ ているものは、消費 者

庁のホームページと かで 簡単に一覧表みたい な感 じで見られるのでし ょう か。もしそういうも の
があると、消費者としても、今は出力したり、見たり すると、すごくわかりやす いと思うのです。
なかなか行政のホー ムペ ージというのは難し くて 、見たいもの、得た いも のが簡単にとれない こ
とが多いので、可能 であ りましたら、今後、 印刷 物を配布するといっ たこ とだったらとても費 用
がかかりますけれど も、ホームページ等で適 用除 外になっているもの はこ ういうものがありま す
よと、一覧表でわか りや すく提示されていて 、そ れが出力できるとい うこ とがあると、一般消 費
者にも非常にわかり やす いのではないかと思 いま す。
○消費者庁佐藤取引対策 課長

ありがとうご ざい ます。

私どもも、特商法 をは じめ、消費者保護に 関連 しますいろいろな制 度、 法律の周知広報とい う
のは非常に重要だと 考え ておりまして、特商 法に つきましても、例え ば消 費者庁のホームペー ジ
の中に、特商法ガイ ドと いう専門のコーナー を設 けまして、できるだ けわ かりやすい形で規制 の
内容でございますと か、 執行の実績が、一般 の方 にもわかりやすく御 覧い ただけるような努力 を
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しているところでご ざい ますので、今、委員 から 頂いた御指摘も踏ま えま して、一層わかりや す
い内容になるように 、引 き続き努力していき たい と思います。
○大森委員
○河上委員長

ありが とう ございます。
ほか には いかがでしょうか。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

資金決 済法 の改正に伴う措置と して、特商法のことにつ いて は了解いたしました 。

ただ、適用除外とい うこ とに伴う話ですが、資金 決済法のほうでは、 民事 的な効果というもの は
ないわけですから、 登録 を受け付ける際の確 認で あるとか、何かあっ たと きに速やかに情報収 集
して、それに従った処分 あるいは指導などを して いただくことが重要 と思 います。そこが迅速 に
行われないと、ほかの法 令で消費者保護が図 られ ているとは言えない ので はないかと思います の
で、そこのところは是非 引き続きお願いした いと思います。
○河上委員長

それ はよ ろしいですか。

金融庁、お願いし ます 。
○金融庁島村総務企 画局 企画課信用機構企画 室長

どうもありがとう ござ います。

正に今回の法律は 、施 行までにしっかりと した体制を整えていくと いう ことで、監督部局も 含
めまして、十分な増 員も 含めて、今、措置す べく 対応しているところ でご ざいますので、増田委
員のおっしゃるよう な十 分な消費者保護の観 点が図れるような体制整 備を 監督部局を含めまし て、
全庁で対応しており ます ので、是非その旨は 御理 解いただけますと幸 いで ございます。
○河上委員長

池本 委員 、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、ガス小売自 由化 の関係については、 私も 全く異論はありませ ん。 義務的供給以外はむ し
ろ特商法で解除できると いう形ですので、異 論は ありません。
資金決済法、仮想 通貨 の関係ですが、基本 的な 方向としては、これ まで の前払式支払手段発 行
者とか資金移動業者等と 同じような水準でき ちん と監督していただけ るも のと期待しているの で
すが、資金決済法は、省 令に義務の内容が記 入さ れる形になっている ので 、念のため、そこの 中
身についてどういう もの を規定しようとされ てい るのかという点、こ れは金融庁のほうで可能 な
範囲で要点を紹介し てい ただければと思いま す。 それが１点。
この仮想通貨交換 業と いうのが、取引形態 とし ては主として、これ まで あるいはこれからど う
いうものを想定され てい るのか。例えば通信 販売 形態だけなのか、あ るい は訪問販売とか電話 勧
誘販売についても想 定さ れるということなの か。
それと、交換業の 関連 会社というか、その 下に 代理店のようなもの が付くことは想定されな い
のか。そういう場合 には 、仮想通貨交換業者から 代理店なり、それに 対す る監督なり指導なり 、
この辺りはどういう ことを想定されているの か。
以上、３点、お伺 いで きればと思います。
○河上委員長

お願 いし ます。

○金融庁島村総務企 画局 企画課信用機構企画 室長
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池本委員、どうも あり がとうございます。

御指摘の点につい ては、現在、政令 、府令につき ま してパブリックコメ ント をかけております。
正に委員がおっし ゃる とおり、特に具体的 な利 用者への情報提供義 務、 法律の63条の10で規 定
しているところでご ざい ますけれども、ここ につ いては、例えば情報 提供 する内容として、ま ず
は事業者名を明示し ない といけない。登録番 号も提供しないといけな い。こういったことを府 令
の第17条で想定して おり ます。
このほかにも、法 定通 貨との誤認を防止す るよ うな説明をしないと いけ ない。これは府令の16
条を想定しておりま す。 また、取り扱う仮想 通貨 の概要でございますとか 、取引内容、手数料 の
説明についても、府 令の17条で説明することを義務付けております。ま た、 損失リスクなどの重
要事項説明につきま して も、府令の17条５号 、６ 号で説明すること。更に 申しますと、正に重 要
な点でございますけ れど も、書面等による情 報提 供義務、これについ ても 府令16条、17条とい っ
たところで規定をす る予 定でございます。
更に申しますと、委員 がおっしゃるような 、分 別管理についても、府令 の20条等でより詳細 に
ついて規定していく 。あ とは、外部監査につ いて も府令23条といった もの で規定していくとい う
考えでございます。
パブリックコメン トで 寄せられた意見を踏 まえ、若干の修正はあるかも しれませんけれども 、
委員がおっしゃった よう な趣旨をしっかりと 考え てやっていくという こと でございます。
２点目の訪問販売 の件 でございますけれど も、 資金決済法上は特定 の取 引形態を限定して解 釈
するものでは基本的 にはないので、原則とし て実 態を申しますと、イ ンタ ーネット経由の販売 が
多いのではないかと 考え ております。ただ、それ 以外のものを決して 排除 するものではない。
あと、銀行代理業等の 制度については、法 令上明確に位置付けられ てい るものではございま せ
ん。
以上でございます 。
○河上委員長

よろ しい ですか。

ほかにはいかがで しょ うか。
私からも１点だけ お願 いしたいのですけれ ども 、特に仮想通貨のほ うで すけれども、仮想通 貨
をある意味では投資 商品 のようにして、これ まで訪問販売などでやっ てき たような手法で売っ て
しまうというような 危険 が全くないわけではあり ません。今回の対応 では 、クーリング・オフは
外すということにし て、民事効を否定したわ けで すけれども、民事効 を否 定したことについて 、
そうでなければなら なか ったという部分の理 由を 補足的に説明いただ けれ ば、理解が深まるの で
はないかと思います ので 、お願いいたします 。
○金融庁島村総務企 画局 企画課信用機構企画 室長

委員長、どうもあ りが とうございます。

正におっしゃる点 は我 々も重要な点として認識 しておるところでご ざい ます。
一方で、消費者保 護の観点から、クーリン グ・ オフ制度は非常に重 要で はございますが、仮 想
通貨の有する機能の 一つ といたしまして、支 払や 決済としての機能が ござ いまして、その結果 と
して、クーリング・ オフを行使することによ って 、実際、支払や決済 が８ 日間全く行えない。 そ
の後の取引も全くで きな いということになっ てし まいますと、仮想通 貨の 支払・決済手段とし て
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の安定性が逆に全く 失わ れてしまうという問 題意 識がございます。
この点につきまし て、 十分に考慮した結果 、今 回はクーリング・オ フ制 度の適用対象にはな ら
ないものの、ほかの 先ほ ど申しましたような 十分 な消費者への説明義 務を 通じまして、消費者 保
護を十分に図ってい きた いという考えでござ いま して、仮想通貨の有 する 特質でございます、 支
払・決済面の安定性 を十 分に考えて、今回はクー リング・オフの対象 とは しないということで 、
御理解を賜りますと幸い でございます。法制 的に もその点については 、法 制局等でも御説明さ せ
ていただきまして、 一定 の御理解をいただい てご ざいます。
○河上委員長

池本 委員 、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 です。

今の点について、 これ は金融庁か、あるい は消 費者庁にお伺いした ほう がいいのかもしれま せ
んが、適用除外の別 表の49は、資金決済法に記載す る仮想通貨交換業者 が行う同条７項に規定す
る商品の販売、役務 の提 供等となっています から 、その登録をしてい ない 別の業者がどこかの 仮
想通貨を、投資対象 だと 称して、訪問販売な り電 話勧誘販売なりを利 用す る場合は、むしろ特 商
法の範疇であるとい う理 解でよろしいでしょ うか 。
○消費者庁佐藤取引 対策 課長
○河上委員長

そういう理解 で結 構です。

ほか には いかがでしょうか。よろ しゅうございますか 。

それでは、議論は ここ までといたしまして 、答 申案を配付させてい ただ きます。

（答申案配付）

○河上委員長

お手 元に 答申書案が配付され てい るかと思いますけれ ども 、基本的には、それぞ

れ特商法の趣旨に鑑 みて妥当であるから、そ の旨 答申するということ で、 先ほど御案内いただ い
たような改正につい て、お 認めするという答申 でご ざいますけれども、よろし ゅうございますか。

（「異議なし」と声あ り）

○河上委員長

この 内容 で答申するわけです けれ ども、先ほど来、例 えばクーリング・オフの 適

用除外について消費 者の 誤解がないように、 しっ かりと適用除外に関 する 説明をしていただく と
いうことや、ほかの 法令 での執行がきちんと 行われていて、消費者の 保護 の実質が保たれてい る
ということが前提で ござ いますので、その辺 につ いては今後ともしっ かり とお願いしたいと思 い
ます。
私どもが若干懸念 して おりましたのは、代 理店 と称する者とか、い ろい ろなところが、仮想 通
貨に関して、これを 投資 対象として訪問販売 など で濫用してしまう可 能性 がなくはないかとい う
ことで、現実に被害 もご ざいました。その際 にク ーリング・オフがな くな ってしまうことによ っ
て、消費者が不利に なら ないようにというこ とを 考えてございましたので 、その辺に関してはき
ちんと監督をお願い した いと思いますし、私 どももその後の状況をち ゃん と注視していきたい と
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思いますので、その 辺は よろしくお願いいた しま す。
それでは、原案ど おり 、平成29年１月31日 付け 消取引第23号及び第24号 をもって、当委員会 に
諮問のあった事項に つい ては答申どおりお認 めす るということにいた した いと思います。
消費者庁、金融庁 、資 源エネルギー庁にお かれ ましては、お忙しい 中、 審議に御協力いただ き
まして、ありがとう ござ いました。
（消費者庁、金融庁、資 源エネルギー庁退室 ）

≪３．消費者基本計画工程表の改定に向けた意見について≫
○河上委員長

次の 議題 に移らせていただき ます。
「 消費者基本計画 工程表の 改定に向けた意見に

ついて」であります 。
消費者基本法にお いて は、消費者基本計画 の検 証・評価・監視につ いて 、それらの結果の取 り
まとめを行おうとす る場 合は、消費者委員会 の意 見を聞かなければな らな いとされております 。
そのため、当委員会 とし ては、計画の実施状 況や 計画に盛り込むべき 新た な課題等に係る検討 を
調査審議の重要な柱 の一 つと位置付けてきて おり ます。
平成27年３月に閣 議決 定されました第３期 の消 費者基本計画におい ても 、消費者委員会は消 費
者行政全般に対する監視 機能を最大限に発揮 しつ つ、本計画に基づく 施策 の実施状況について 、
随時確認し、KPIを含 めて 検証・評価・監視を 行う とされております。
消費者庁において は、 昨年暮れに工程表改 定に 向けた作業を開始し たそ うでありますが、本 日
は、最近発出した建 議等の意見表明や関係省 庁ヒ アリングの結果等を 踏ま えまして、計画工程 表
の改定に向けた当委 員会 の差し当たりの意見 を取 りまとめたいと思い ます 。
資料として、意見案を 用意しておりますの で、 まずは事務局から説 明を お願いいたします。
○丸山参事官

お手 元、 資料２ということで 、意 見案を御用意させて いた だいております。

先ほど、委員長か らお 話がありました点に つき ましては、こちらの 前文の１パラ目、２パラ 目
に記されているとこ ろで す。
続きまして、３パ ラ目 以降を御覧になって いた だければと思います けれ ども、第４次消費者 委
員会発足以降、調査 審議 を重ねて、かなりの 建議 ですとか意見という 形で 委員会として発出し て
実績等を積み重ねて きた ところです。
これらを踏まえて 、今 回、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 で
すとか、計画の工程 表の見直しに向けて具体 的に 検討すべき課題というこ とで、以下、６つの 点
ということで、意見 を述 べさせていただいてはと 考えております。
関係省庁におかれ ては 、この項目において 、十 分に検討の上、可能 な限 り工程表の改定素案 等
に反映されたいとい う趣 旨も記しているとい うと ころです。
なお、今後、消費 者庁 において策定される 計画 工程表の改定素案と いう ことで、公表がある と
ころと予想しており ますが、それに関しまし ては 、状況に応じまして 、更なる意見表明を行う こ
とを予定していると いう ことも記してござい ます 。
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以下、各項目、６ つの 点について、こちら のほ うを御説明させてい ただ きます。
まず「１．民法の 成年 年齢引下げに対する 対応 について」です。成 年年 齢が引き下げられた 場
合ということで、新たに成 年となる者、18、19歳の消 費者被害の防止・救済のた めということで、
消費者教育の充実あ るい は制度整備が必要で ある という旨、消費者委 員会のほうでも審議の上 、
消費者庁に対して回 答と いうことで、この１ 月、返させていただいた とこ ろです。
これを踏まえて、 以下 の点を工程表に明記 して いただきたいということ で記してございます 。
なお、その際、成 年年 齢引下げに対応する 各取 組については、一体 的に把握できるよう、例 え
ば各項目に関する工 程表 を集約するといった ことなど、記載上の工夫 をと いうことも記してご ざ
います。
まず「（１ ）消費者契約 法」に関してで す。契約法 の専門調査会の報告書の ところで残された論
点ということで、引 き続 き検討ということに され ておりますけれども 、今 回の成年年齢引下げに
関しまして、若年成 人に対する配慮に努める 義務 ということですとか 、つ け込み型関与を含む 不
当勧誘に対する取消 権の 検討ということで、 消費 者被害の防止・救済 のた めの消費者契約法の 改
正作業ということで 、委 員会のほうでは提言 させ ていただきました。 この 点につきまして、具 体
的な取組等の内容で すと か、スケジュール等 につ きまして、工程表に 明記 をということで書い て
おります。
「（２ ）特定商取引 法」の関係です。特商法の省 令改正作業ですとか 、あ るいは違反事業者に 対
する処分等の執行強 化と いうことで提言させ てい ただきましたが、こ れに 関して具体的な取組、
スケジュール等につ いて 、工程表に明記をと いう ことで記してござい ます。
「（３）消費者教育の 充 実」ということです。ま ず 、小中高等学校につき ま しては、教育推進の
ための人材開発、ア クテ ィブラーニングの視 点か らの手法の高度化や 実効 性確保・教材の開発 、
児童養護施設等での消費 者教育支援に関するプロ グラムの検討等につ いて 、具体的な取組の内 容
ですとかスケジュー ルに ついて、工程表に明 記を ということで記しており ます。
大学・専門学校等につき ましては、消費 者教育推進 のための人材開発で すとか、自治体と大 学、
専門学校等との被害 防止 のための連携枠組み の強 化、学生の相談室等 を通じた消費者教育・啓 発
の強化ですとか、専 門学 校等ではまずは啓発・教 育の取組についての実態 把握。それ以外では 、
マルチ商法における 心理 的な背景についての 調査研究等についてとい うこ とで提言させていた だ
きました。これらに つい て具体的な取組の内 容、 スケジュール等を工 程表 に明記をということ で
記してございます。
また、「（４）消費 者被 害対応の充実」の充 実と いうことでは、相談 体制 の強化・拡充等とい う
ことで、若年成人に 向け た消費者被害対応の 充実 について、センター の周 知、相談窓口の拡充 、
若者支援機関との連 携、 あるいはセンターと 大学 ・専門学校等との間 の情 報交換など、具体的 な
取組についての内容 です とかスケジュールの工程 表での明記というこ とで記してございます。
成年年齢引下げの とこ ろでは、最後ですけ れど も、「（５）若年消費 者被 害防止の社会的周知」
ということで、引下 げに 伴う消費者被害の防 止の 社会的周知のための 国民 キャンペーンの実施に
ついて、具体的な取 組、 スケジュール等の工 程表 への明記ということ で記 してございます。
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２番目といたしま して、「『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』への対 応に ついて」ということ で書 いてございます。
昨年４月、この建 議に ついて、委員会とし て発 出させていただきま した けれども、こちらの更
なる実効性ある対応 の実 施に向けてというこ とで 、この１月にも、こ の建 議に関する実施の報 告
に対する意見という こと で、更に発出させて いた だきました。こちら のほ うに記させていただ い
ている事項を留意の上、 それぞれの取組の内 容を 具体的に工程表に明 記をということで、記し て
ございます。
特にでございます けれ ども、消費者庁が実 施・ 検討予定とおっしゃ って おりました、３ポツ の
「その他」について 記し た事項については、 スケ ジュールも含め、必 ず工 程表に明記をという こ
とで記してございま す。
「３．電力託送料 金に 関する取組について」と いうことです。こち らも昨年７月、当委員会の
ほうで送配電事業を行う 電力会社の託送料金 に関 する査定に関して、報告 書ということで、発 出
させていただきまし た。こちらの中で記して ござ います、資材・役務 調達コスト等に係る更な る
効率化の手法ですと か、 コスト削減のための 妥当 な託送料金、算定手 法の在り方等の諸論点に お
ける問題点の改善に 向け た具体的取組につい て、 それらの取組の監視 につ いてということで、 工
程表に明記をということ で記してございます 。
「４．東京特別区 ・武 三地区のタクシー運 賃組 替えについて」とい うこ とです。12月、タク シ
ーの運賃組替えに関 する消費者委員会意見と いう ことで発出させてい ただ きました。これを踏 ま
えまして、運賃組替えに 関する課題への具体 的取 組、組替え後の事後 検証 について、工程表に明
記をということで記 して ございます。
５番目「医療機関 のウ ェブサイト等の取扱 いに ついて」です。こち らに ついては、昨年９月 、
厚生労働省におきま して、
「医療情報の提供内容等 の あり方に関する検討 会」で 、医療機関のウェ
ブサイト等の取扱い につ いてということで取 りま とめが行われました 。こ ちらの内容を踏まえ ま
して、医療機関の ウェブサ イト等における情報 提供 の適正化を進めるた めの 今後の取組について、
具体的な取組内容を 工程 表にということで記 して ございます。
最後に「６．その 他」でございます。こち らのほうについてですが 、今 まで申し上げました１
〜５の内容の工程表 への 記載に当たりまして は、 昨年、消費者基本計 画に 関する意見というこ と
で、５月に委員会と して 発出したものがござ いま す。
次のページ、下の ほう に「第１

全体的な 事項」と記しているとこ ろが ございます。具体的 に

はKPI、Key Performance Indicatorsについて と、 工程表の図について とい うことで、KPIにつ き
ましては、見直しに つい て不断のということ、工 程表の図については 、具 体的な取組ごとに期 限
を明確にということ で意 見を言っております けれ ども、こちらに留意 の上 、工程表の改定素案 に
反映されたいという こと で、申しております 。
そのほか、同じく昨年 ５月の意見のところ の「第３

今後の課題」とい うことで、３点ほど 記

してございます。具 体的 には、特商法の適用 除外 に関する執行体制の 強化 等、２番目、消費者 教
育の推進、３番目、地方 消費者行政の充実・ 強化 に向けた自治体への 支援 等、地域の見守りネ ッ
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トワークの構築とい うこ とで、記させていた だいております。こちら のほ うの内容についても 、
工程表に取組につい て明 記を検討されたいと いうことで記していると いう ことです。
全体の説明につい ては以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、ただ今の報 告内容について、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。
池本委員、どうぞ 。
○池本委員長代理

池本 でございます。

まず、前半はこの 委員 会でこれまでヒアリ ング、その他で取り上げ た課 題についてというこ と
ですが、その中で、 成年 年齢引下げの問題に関し て少し補足をして申 し上 げたいと思います。具
体的なそれぞれの提 案を した課題について、具体 的な取組の内容やス ケジ ュールを工程表に明 記
していただくことに尽き るのですが、とりわ け、 実施時期の捉え方と して 、今回の成年年齢引 下
げの法案自体が春の 通常 国会ではなく、その 先に 少し延びると聞いて はお りますが、その施行 時
期に合わせてそこに向け てやるという考え方では なくて、むしろ１ 年でも２ 年でも早く環境整備、
基盤整備を行って、 その 実施状況も極めて本 体が 施行されるという流 れで あっていただきたい と
思います。これは平 成21年10月の法制審議会 の意 見もそういうトーン であ りましたし、今回も 引
下げの施行と関係す る若 年者の保護措置とい うのが同時では、果たし てど れだけ効果が出るか わ
からないということ では 、非常に危惧されま すの で、その点も留意し てい ただきたいというこ と
を意見として申し上 げま す。
関連事業者に対す る自 主規制対策の問題は 、各 行政が直接取り組む こと とは違うので、項目 と
しては挙げていない ので すが、とりわけ、若 年者 に対するクレジット 、貸 金業の過剰与信にな ら
ないようにというこ との 自主的な取組につい ては 、それぞれの監督官 庁、 経済産業省、金融庁 が
業界の自主的な取組 を促 していただくという意味 では、行政の役割も決し て少なくないと思い ま
す。そういう意味で 、意 見書には項目として は立 てていないですが、 その 点も留意していただ く
ようお願いしたいと いう ことも、意見として申し 上げておきたいと思 いま す。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかには何かござ いますか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

今回の 意見 はこれでお出しする のが 適当であると考えて いる のですが、この後の 消

費者庁から改定素案 が提 出された後の消費者 委員 会としての一つの役 目と しては、できるだけ 多
くの国民の皆さんと いう か、大勢関心を持っ てい らっしゃる消費者団 体や 、いろいろな皆さん の
議論の助けになるよ うな 情報提供というか 、消費者 庁からもちろんされ るとは思いますけれども、
消費者委員会からも是非 皆さんで検討してほ しい ということをきちん と呼 び掛けることが大切 か
なと思っています。
毎年、どうしても 非常 にタイトな中で検討しな ければいけなくて、 それ ぞれの団体にとって も
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なかなか大変なので すね 。なので、それぞれで早 めの対応を心掛けて はい るものの、なかなか 難
しいところがあるの で、消費者委員会からも是非 そういう呼び掛けが でき ればいいかなと思い ま
す。
○河上委員長

これ はパ ブリックコメントが 行わ れるのが大体どのぐ らい になるかというのは 事

務局で把握しており ますか。
○丸山参事官

例年 でい けば春ぐらいだと思 いま すけれども、詳細に つき ましては、消費者庁 の

ほうに確認の上、委 員のほうに御報告したい と思 います。
○河上委員長

でき るだ けいろんな方が意見 が出 せるように、パブ リックコ メントの時期だとか、

問題点についても整 理し たものを情報発信が でき ればいいなと思いま す。
ほかにはいかがで しょ うか。よろしゅうご ざい ますか。
それでは、特に異 論がないということです ので 、ひとまずこの意見案の 内容については、皆 様
の御了解を得たとい うこ とで、原案どおり決 定して 、消費者庁長官宛てに発出 したいと思います。
改定素案が出てきま して から、もう一度素案 内容 に対して消費者委員 会と して具体的に意見を 述
べる機会がございま すので、そのときにまた 皆様 から御意見を頂戴す ると いうことにしたいと 思
います。どうもあり がと うございました。

≪４．身元保証等高齢者サポート事業について≫
○河上委員長

続き まし て、身元保証等高齢 者サ ポート事業に関する消費 者問題についてです 。

少子高齢化の進行 によ りまして、人口減少 社会 に突入した我が国で は、 単身世帯の増加や、 あ
るいは親族の減少、更に 近隣関係の希薄化と いっ た状況を背景にしま して 、ひとり暮らしの高 齢
者というのが増えて きた わけであります。
こうしたひとり暮 らし の高齢者等を対象と した身元保証あるいは日 常生 活支援、死後事務等 に
対するサービスを提 供す るという新しい事業形態 が生まれております 。
当委員会は、身元 保証 等高齢者サポート事 業と 呼ばれているこうし た事 業について、昨年、 公
益財団法人日本ライ フ協 会が経営破綻したこ とにより、一部の消費者 にお いて契約していたサ ー
ビスの提供が受けら れな い、預託金も返還さ れな いといった消費者被 害が 発生したことに注目 し
てまいりました。
身元保証等高齢者 サポ ート事業につきまし ては 、指導監督に当たる 行政 機関が必ずしも明確 で
はないわけでありま して 、利用者からの苦情 相談 についてもほとんど把握 されていないという の
が実情であります。 この ような現状を踏まえ まし て、昨年、当委員会 では 、高齢者問題に詳し い
有識者や消費生活セ ンタ ー、社会福祉協議会 、厚 生労働省などからヒ アリ ングを実施した上で 、
審議・検討を行いま して 、今般、建議の案を 取り まとめた次第でござ いま す。
本件の担当委員は 私と鹿野委員、中原委員 、増 田委員でございます 。
それでは、増田委 員か ら、建議案の内容に つい て説明をお願いした いと 思います。よろしく お
願いいたします。
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○増田委員

担当委 員と して、私から建議案 の内 容について、御説明 いた します。

まず、問題の背景 につ いて、河上委員長か らも 少し御説明がござい まし たが、補足して御説 明
いたします。
少子高齢化の進展 、単 身世帯の増加、親族 の減 少あるいは近隣関係 の希 薄化といった状況を 背
景に、近年、ひとり 暮ら しの高齢者等を対象 とした身元保証や日常生 活支 援、死後事務等に関 す
るサービスを提供す る新 しい事業形態が生ま れて います。こうしたサ ービ スの需要は今後一層 高
まっていくことが予 想さ れますが、当該事業 につ いては、指導監督に 当た る行政機関が必ずし も
明確ではなく、利用者か らの苦情相談につい ても 、ほとんど把握され てい ないのが実情です。
当委員会では、こ うし た状況を踏まえ、当 該事 業に係る消費者被害 を防 止するための対策を 早
急に講ずる必要があ ると 考え、調査審議し、 本建 議に至ったものでご ざい ます。
本建議では、当該 事業 において提供される サー ビスを総称して「身 元保 証等高齢者サポートサ
ービス」といい、高 齢者 等に対し、それらの うち 少なくとも身元保証 サー ビス又は死後事務サ ー
ビスを提供する事業 を「 身元保証等高齢者サ ポー ト事業」とした上で 、身 元保証等高齢者サポ ー
ト事業に関する消費 者問 題の発生状況を踏ま え、 身元保証等高齢者サ ポー ト事業における消費 者
保護の取組、病院・福祉 施設等への入院・入 所に おける身元保証人等 の適 切な取扱い、消費者 へ
の情報提供の充実に関し 、消費者担当大臣、 厚生 労働大臣及び国土交 通大 臣宛て、３つの建議 事
項を掲げております。
なお、身元保 証等高齢者 サポート事業の現状、課題 の詳細につきまして は、併 せて資料３−３、
調査報告案も御覧い ただ ければと思います。
それでは、資料３ −１、建議案の２ページ を御 覧ください。建議事 項１ は「身元保証等高齢 者
サポート事業におけ る消 費者保護の取組」に 関す るものです。身元保 証等 高齢者サポートサー ビ
スの需要は今後一層 高ま っていくことが予想 され ますが、既存の公的制度 だけでは対応しきれ な
い面もあり、現に、様々 な主体による民間事 業と して行われています 。２ ページの理由２のと こ
ろで、身元保証等高 齢者サ ポート事業の具体的 なサ ービスの内容につい て、御 説明しております。
３ページの理由４ のと ころでございますが 、身 元保証等高齢者サポ ートサービスの内容は多 岐
にわたっており、ひ とり 暮らしの高齢者等が各サ ービスについて個別 に適 正な選択を行うこと は
困難です。多くのサ ービ スを一括して提供す る事 業者も存在することから 、高齢者の利便性に は
資するものの、契約 内容 が複雑になりがちで あり 、また、個々の費目 がい ずれのサービスの対 価
を示すのか、費用体 系が 明確でないものも見 られ ます。
さらに、特に死後 事務 に要する費用につい ては 、生前に事業者に預 託す る仕組みとなる場合 が
多いにもかかわらず 、預 託金の保全措置を講 じて いない事業者も存在 して おり、実際に身元保 証
等高齢者サポート事 業に 係る事業者の経営破 綻に より、サービスの提 供も 受けられず、預託金 も
返還されないという事態 が生じています。
身元保証等高齢者 サポ ート事業の利用者に は、 ひとり暮らしの高齢 者が多いと見られますが 、
高齢者は一般的に次 第に 心身ともに能力が低 下し ていくものであるた め、契約締結時には判断 能
力が認められる場合 であ っても、サービスの 提供 を受ける必要性が高 まっ た状況においては、 サ
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ービスが契約どおり に履 行されているか、本 人の みでは十分な確認ができ るとは言えません。さ
らに、死後事務の履 行に ついては、本人には確認 するすべがなく、終 末期 と死後の事務処理に 関
する問題は収入、資産の多 寡を問わずひとり暮 らし の高齢者全般にとっ て深 刻な課題と言えます。
厚生労働省は、社 会福 祉に関する事業の発 達、 改善及び調整に関す る事 務並びに老人の福祉の
増進に関する事務を 所掌 するとともに、所掌 に係 る一般消費者の利益 の保 護に関する事務を所 掌
し、消費者庁は消費 者の利益の擁護及び増進 に関 する事務を行うこと を任 務とし、これに関す る
基本的な政策の企画及び 立案並びに推進に関 する 事務並びに関係行政 機関 の事務の調整に関す る
事務を所掌していま す。
以上のことから、２ペ ージの建議事項１の 四角 囲みのところにござ いま すように、消費者庁 に
対し、身元保証等高 齢者 サポート事業による 消費 者被害を防止するた め、 厚生労働省その他関 係
行政機関と必要な調 整を 行うことを求めた上 で、 厚生労働省に対し、 関係 行政機関と連携して 、
身元保証等高齢者サ ポー ト事業に係る実態把 握を 行うことを求めてい ます 。そして、消費者庁及
び厚生労働省に対し 、関 係行政機関と連携し 、実 態把握を踏まえて、 必要 な措置を講じること を
求めています。
続きまして、５ペ ージ を御覧ください。建 議事 項２は「病院・福祉 施設 等への入院・入所に お
ける身元保証人等の 適切 な取扱い」に関する もの です。
理由１のところで ござ いますが、医師法第19条 第１項は、正当な事 由な く診察治療の求めを拒
んではならないこと を定 めています。また、各介 護保険施設の基準省 令に おいても、正当な理 由
なくサービスの提供を拒 んではならないこと が定 められており、入院・入 所希望者に身元保証 人
等がいないことは正 当な理由には該当しない もの と考えられます。
理由２でございま すが 、公益社団法人成年 後見 センター・リーガルサポ ートによる病院・施 設
等における身元保証 等に 関する実態調査報告 書に よれば、病院・施設 等に おける身元保証人等 を
求める姿勢は強く、 身元 保証人等がない場合 に、 入院・入所を認めな いと 回答した病院・施設 等
が一定数存在するこ と、 身元保証人等に対し 多岐 にわたる役割を求め てい ることなどが示され て
います。
そこで、５ページ の建議 事項２の四角囲みの とこ ろにございますよう に、厚 生労働省に対して、
高齢者が安心して病 院・福祉施設等に入院・ 入所することができるよ う、 病院・介護保健施設 が
身元保証人等のいな いこ とのみを理由に入院 ・入 所等を拒む等の取扱 いを行うことがないよう 措
置を講ずること。ま た、病院・福祉施設等が 身元 保証人等に求める役 割等 の実態を把握し、そう
した役割の必要性や その 役割に対応すること が可 能な既存の制度及び サー ビスについて、病院 ・
福祉施設等及び都道 府県 等に示すこと。既存 の制 度やサービスがない 場合 には、必要な対応策 を
検討することを求め てい ます。
最後に、７ページ を御 覧ください。建議事 項３ は「消費者への情報 提供 の充実」に関するも の
です。
理由１のところで ござ いますが、身元保証 等高 齢者サポート事業におい ては、契約内容が複 雑
になりがちであるこ と、 サービスの履行状況 の確 認が困難であること 、事 業者に費用を預託す る
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契約形態となることなど から、消費者被害防 止の ためには消費者に対 して こうしたサービスを 適
正に選択するために 十分 な情報が提供される こと が重要です。
また、理由２のと ころ でございますが、身 元保 証等高齢者サポートサー ビスには、賃貸住宅 に
入居する際の身元保 証が 含まれますが、こう した サービスが利用され る背 景には、賃貸住宅へ の
入居の際にしばしば 求め られる身元保証人等 を確 保することが困難な 高齢 者等のニーズがある と
考えられ、消費者 の適正な 選択に資する家賃債 務保 証の情報提供に関する既 存の取組についても、
引き続き推進してい く必 要があります。その ため 、本建議では、消費 者庁 、厚生労働省及び国 土
交通省に対して、消 費者 が安心して身元保証 等高 齢者サポート事業を利用 できるよう、サービ ス
を選択するに当たり 、有 用と思われる情報提 供を 積極的に行うことを 求め ています。
以上の建議事項に つい て、消費者担当大臣 、厚 生労働大臣及び国土 交通大臣は着実に実施し 、
身元保証等高齢者サ ポー ト事業に関する消費 者問 題に取り組んでいた だき たいと思います。
以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

ただ今の御報告の 内容 について、御質問、 御意 見のある方は発言をお願 いいたします。
池本委員、どうぞ 。
○池本委員長代理

池本 でございます。

この問題は、昨年 来様 々な分野の方からヒ アリ ングを行ってきて、ある 程度実態を私たちな り
に集約した上で、こ の建 議をまとめたわけで はあ りますが、そうはい って も、高齢者サポート 事
業関連の事業という のは なかなかトラブルが 顕在 化しにくい分野です 。つ まり、終末期あるい は
死後の事務に関する 事業 ですから、不満を抱えて も言い出せなかった り、 あるいはもういなくな
ったりという分野で あり ます。
その意味で、まず は高 齢者あるいは高齢者 に接 する関係機関の多い 厚生 労働省において、関 係
機関、関係先にお願 いし て、しっかりとした 実態 把握をしていただき たい ということがまずあ り
ます。
ただ、この問題は 、厚 生労働省の所管分野 だけ の問題ではない、様 々な 分野に少しずつ関係 す
るところがあるとい うこ とで、そういう意味 では 、消費者行政を統括 する消費者庁にも頑張っ て
いただかなければい けな いということがあり ます 。
４ページの10のと ころ で一言申し上げたい と思 います。高齢者サポ ート事業というものが、 事
業の対象としている 中身 自体が既存の法制度 で監 督体制があるかとい うと 、それがない、いわ ば
隙間になっている問 題だ と理解しています。
その意味では、実 態把 握を踏まえて、一定 の措 置が必要ではないかと考 えるのですが、ただ 、
これは実態把握をも っと 丁寧にしてみなけれ ばな りませんから、何も第10項に書いてある項目全
てを盛り込んだ措置 を採 るべきだということ を申 し上げているわけで はな いのですが、終末期あ
るいは死後の事務で 、対 象者御本人ではなか なか 選択できない、ある いは チェックができない 、
あるいは性質上前払 にな るということですか ら、 ここに書いてあるよ うな 契約内容の適正化や 費
用体系の明確化だけ では ない、預託金をどう する のか、あるいは第三 者が チェックできるよう な
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体制とか、ここに挙 げた ようなところを最終 的に 法制度で盛り込むの か、 あるいはほかの方法 に
よるのか、などを含 めて、検討の視点として は、十分配慮していただ きた いと思います。
消費者庁が、これ 以外 の周辺部分について 、何 をどういうことが必 要な のかというのはまだ 建
議の理由の文書の中 でも 、私たちも十分見極める ことができていない とこ ろで、場合によって は
実態把握の調査が終 わっ た時点で、それも拝 見し て、必要に応じて私 たち も検討して、追加の 意
見を出すとか、そう いう 形で少しでも有効な手立 てができるように協 力し ていく必要があるの か
なと思っています。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

今日は中原委員は いら っしゃいませんが、 鹿野 委員はご担当でした ので 、何かありましたらお
願いします。
○鹿野委員

鹿野で ござ います。

繰り返しになるの です けれども、身元保証 等高 齢者サポート事業と いう のは、高齢化等に伴 う
社会の変化に伴って 、必 要とされる事業では ある と思うのですけれど も、 ただ、新しく出てき た
ので、対応が追いつ いて いません。一つ細か なと ころを切り取ると、 所管するところがある部 分
もあるかもしれない けれ ども、このサービス が複 合的な形でセットに なっ ているときに、隙間も
ありますし、どこが これ を全体として把握し 、き ちんと監視していく かと いうと、そこが非常 に
不明確な状態です。サー ビスの性質上表面化 しに くいということもあ りますけれども、一番中 心
となってこれを見て いか なければいけない主 体と いうものが不明確な ため に、実態が十分に把 握
できていなかったと いう ところがあるのだと 思い ます。
そこで、建議案で は、 厚生労働省には実態 把握 にまず努めていただ きた いということ、それ か
ら、何よりも消費者の利 益に関わるものです から 、消費者庁に関係各 行政 機関と連携しながら 、
対応を考えていただ きた いということをお願 いす るものです。
ただ、池本委員が 今、 おっしゃったように 、こ の問題はかなりいろ いろ なところに関連して く
ると思われます。私 たち のヒアリング等でもどう いうところが問題に なり 得るかという予測と い
うか、ある程度イメ ージ がつかめてきたとこ ろで はありますけれども 、き ちんとした実態把握が
され、具体的に更に問題 が整理される中で、 どこ とどういう形で連携 して いただくかというこ と
が、よりはっきりし てく るのではないかと思 いま す。
今回のものは、現 時点 においての建議案と いう ことでありまして、更に 今後、実態把握が進 ん
だ段階で、より具体 的な 形で作業が進められ るこ とを期待しています し、 私たちとしてもまた 考
えていきたいと思っ てお ります。
以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

いかがでしょうか 。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

建議事 項の ２のところに当たる 、病 院・福祉施設等への 入院 ・入所における身元 保
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証人の問題ですが、一般 に身元保証人を立て なけ ればいけないと思っ てい る方々がほとんどな の
だと思います。そう では ないのだということ をき ちんとお知らせする こと によって、今、この 世
の中が現状抱えてい る様 々な課題が浮き上が って くるのではないかと 思い ます。
今回のこの調査は 、病 院等に対しての実態 調査 はなさったのだと思 うの ですが、患者や入所 し
ている側からしたと きに 、かなり遠縁の人を探し 出しても保証人を付けて いらっしゃる方とか 、
いろいろな方がいら っし ゃると思いますので 、そ ういう作業もこちら から是非して、課題を浮 き
上がらせるというの も大 切かなと思いました 。
○河上委員長

実際 問題 としては、６ページ に書 いてありますけれど も、入院料金の支払につ い

ても保証が欲しいと か、 場合によっては亡く なっ たときの遺体の引取 りで あるとか、居室など の
明渡しとか、原状回 復と いった作業、一体誰 がや るのですかというこ とは 病院の方々にとって み
ても深刻な問題では あるわけですね。ですか ら、その意味では、こう したニーズが出てくると い
うことも理解できるわけ で、それが治療の拒 否事 由には当たらないか もし れないけれども、実 態
として見るとそうい う需 要があるということ を前 提とすれば、それに代わ るような手当を考え な
いといけないのかな とい う感じもいたします 。
いずれにしても、 問題 はそう単純なもので はな いことは確かではあ るの ですけれども、まず は
どういうトラブルが どこ で起きているのかと いう ことについての問題状況 をしっかりと把握し て、
その上で具体的な対 応策 を考えていくという 手順 をとっていかないと いけ ないということで、 こ
の建議は言ってみれ ばス タートラインに立っ た段 階ということになり ます 。具体的な更に今後 の
措置については、ま た消 費者委員会としても 関係 省庁と協力して、一 緒に 考えないといけない わ
けですけれども、ま ずは こういう形で建議を 発出 したいということで す。
今、頂いた御意見 につ いては、特にこの建 議そ のものに対して修正 を求 めるものではござい ま
せんでしたので、こ の建 議案の内容について は、ひとまず皆様の御了 解を 得たということで、原
案どおり建議として、消 費者担当大臣、厚生 労働大臣及び国土交通大 臣宛 てに発出したいと思 い
ます。建議にありま すと おり、身元保証等高 齢者 サポート事業の実態把握 を行っていただくと 、
これによって関係す る行 政機関や講ずべき措 置が 明らかになってくる もの と思いますので、そ の
際、消費者庁にも司 令塔 として頑張っていた だく ことになりますけれ ども 、当委員会としても 、
この問題について引 き続 き注視をし、場合によっ ては消費者庁を支援 する ような形で具体的な 対
応を行っていきたい と思 います。
それでは、この「（ 案）」を取らせていただ きま す。どうもありがと うご ざいました。

≪５．その他≫
○河上委員長

最後 に「 その他」といたしま して 、まず「子ども向け 広告 の在り方について考 え

るシンポジウム」の 開催 のお知らせでありま す。 既に当委員会のウェ ブサ イトで御紹介してい る
ので、御存じの方もいら っしゃるかと思いま すけ れども、本年２月18日土 曜日、13時半から、 合
同庁舎４号館、この 建物において「子ども向 け広 告の在り方について 考え るシンポジウム」を 開
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催いたします。
このシンポジウム につ いては、この資料の中に チラシがあるかと思 いま すので、御参照いた だ
ければと思います。
このシンポジウムを通 じまして、子供向け の広 告について、学識経 験者 あるいは事業者など の
関係者の皆様に議論 を深 めていただき、我が 国に おける子供向け広告 の在り方について、広く 発
信していければと考 えて いるところでござい ます 。御関心をお持ちの 方は 、どなたでも参加で き
ますので、多くのご参加 をお待ちしておりま す。 詳しいことはチラシ にも 書いておりますし、当
委員会のウェブサイ トの 中にもございまして 、参 加の手続などについ ても そこで明らかにして お
りますので、是非御 覧に なって、多数御参加いた だければと思います 。
続きまして、新開 発食 品調査部会及び新開 発食 品評価第一、第二調 査会 が担当しております特
定保健用食品の個別 審議 について、平成27年12月 に標準処理期間を設 定し たことに伴いまして 、
過去１年間の審議に おけ る処理期間の実績に つい て、事務局のほうか ら報 告をいただければと 思
います。
○丸山参事官

今、 委員 長からお話がありま した ように、消費者委員 会に おきましては、内閣 総

理大臣の諮問を受け まし て、特定保健用食品 の表 示許可に関わる個別 審査 を行っております。一
昨年、平成27年12月 18日 に個別審査に係る標 準処 理期間を定めまして 、１ 年に１度諮問から答 申
までにかかった日数 につ きまして公表すると いう こととしたことから 、今 回、過去１年の実績 に
ついての御報告とい うこ とでございます。
参考資料２を御覧にな っていただければと 思い ます。この資料につ きま しては、標準処理期 間
を定めました平成27年12月18日以降に諮問を 受け ました審議品目の審 議状 況について取りまと め
をしたものでござい ます 。今期間中につきま して 、答申まで至った品 目に つきましては５品目 と
いうことで、この５ 品目 に係る平均処理期間 につ きましては、上のほ うに書いてございますよ う
に、76日、約２か月 半と いうことでございま した 。一昨年定めました 消費 者委員会における特 定
保健用食品の審査に係る 標準処理期間につき まし ては、上部を御覧に なっ ていただければと思 い
ますけれども、平成27年12月18日決定の下の ところ、消費者委員会が内 閣総 理大臣から諮問を受
けた日の翌日から６か月 以内に、当該諮問に対す る答申を発出するよ う努 めるものとするとい う
ことになっておりま すの で、この定められ た範囲内 で終了しているとい うこ とになっております。
なお、その下の部 分「 ただし」以下を御覧 にな っていただければと 思い ますが、この期間の 算
定に当たりましては 、資 料不足等が判明し、消費 者庁が当該追加資料 を提 出するために要した期
間ですとか、食品安 全委 員会での当該品目に 関す る安全性審査期間は 除外 することとしており ま
して、今回の５品目 の審 査に関しましても、こう した追加資料の提出 を求 めた期間があったと い
うことですので、記 載し ている品目ごとの諮問か ら答申日までの日数 の平 均と、平均処理期間76
日ということで、御 報告 したものについては 一致 しておりませんので 、こ ちらのほうを御報告 さ
せていただきます。
また、参考ではご ざい ますけれども、参考 資料 ２の下部に記してご ざい ますけれども、この 期
間中に諮問を受けて 、現 在も審議が続いてい る申 請品ということで、 ４品 目ございます。こち ら
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については、いずれ も追 加資料の提出を待っ てい る状況となっているとい うことでございます 。
資料の説明につい ては 以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

本件について、何 か委員 からコメントがあり ます でしょうか。あれば簡潔に お願いいたします。
よろしいですか。
特にないようです ので 、今の御報告を受け たと いうことにしたいと思い ます。
部会のほうにも同 じく 報告があると聞いて おり ますので、よろしく お願 いします。
最後に、消費者委 員会 に寄せられました意 見等 の概況について、事 務局 から報告をお願いい た
します。
○丸山参事官

お手 元の 参考資料３を御覧に なっ ていただければと思 いま す。こちらのほうで ご

ざいますけれども、 昨年10月１日から12月31日まで の間に委員会に寄せ られ ました要望書、意見
書、声明文等の一覧とな っております。この 間寄 せられました意見書 等に つきましては40件と い
うことになっており ます 。
１ページ目、まず「取 引・契約関係」は16件と いうことになってお りま す。民法の成年年齢 引
下げに関わる意見が 中心 となっております。
それから、６ペー ジ目「食品表示関係」と いうことで、13件となっ てお ります。具体的には 加
工食品の原料原産地 関連 についての意見が多 くな っております。
続きまして、13ペ ージ 目「地方消費者行政 」の 関係で１件、その下 です けれども「料金・物 価
関係」で４件という こと になっております。
15ページ「その他 」と いうことで６件とな って おります。
概要については以 上でございます。
○河上委員長

あり がと うございました。

この委員会に寄せ られ た意見書、要望書等 につ いては今後とも全委 員で 情報を共有するとと も
に、定期的に委員間 で意 見交換を行う機会を作っ ていきたいと考えて おり ます。
この機会に何かこ こに ありますような御意 見に ついて、意見がある 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

成年年 齢引 下げに関して、いろ いろ な方々からたくさん 御意 見を頂いていまして 、

いろいろ違う意見も ある のですけれども、共 通し ていることは、消費 者教 育を進めていかない と
いけないということ はど なたも一緒でした 。特に事 業者の方もそういう 御意 見を頂いているので、
是非新入社員研修と か、 そういうところで消 費者 教育できるように協 力、 連携できたらといい と
思います。学校以外 のと ころで消費者教育を 進め ることがなかなか難 しい ので、消費者教育を 進
めないといけないと いう ことで、全員が同じ 意見 を頂けたということ は、私としてはとてもよ か
ったかなと思ってい ます 。
○河上委員長

あり がと うございます。

ほかにはいかがで しょ うか。
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制度整備の部分に 関し ては、消費者団体の 方の 意見と事業者団体の 方の 意見がかなり対立し た
状態にございます。その 意味では、事業者の 方の 事業活動を阻害しな いよ うにという配慮は大 事
なのだろうと思いま す。他方で、18、19歳の 若者 の経験の未熟さであ ると か、知識の不足とい っ
たものにつけ込んで 不当 な利益を上げるといった 悪質な事業者の不当 勧誘 行為に対しては、今 の
消費者契約法だけで は十 分には対応できない ので はないかというのが 、ワ ーキング・グループ で
の意見でありまして 、こ れはむしろ真っ当な事業 者の活動そのものを支援 することにもなると い
う認識を持っており ます 。その意味では、消 費者 契約法の専門調査会 でき ちんとまた議論して い
ただくことではあり ます けれども、この辺に つい ては事業者の方に十 分御 理解をいただかない と
いけないという感じはし ているところでござ いま す。
何かほかに意見に 関し て。
阿久澤委員、どう ぞ。
○阿久澤委員

食品 表示 関係の意見が13件と 、非 常に多くありますが、特 にこれから加工食品 の

原料原産地表示の件 につ きましては諮問を受 け、部会での審議に入っ てい くことかと思います。
先ほど委員長からも 、委 員会の中で情報を共 有し てというお言葉があ った ように、この件につ き
ましては私から委員 会に部会での進捗等を報 告し 、是非情報を共有し てい ただき、皆さんから も
意見を頂きながら、 部会運営を進めていけれ ばと思っております。
○河上委員長

加工 食品 の原料原産地問題に関し ては、部会ではいつ頃か ら本格審議が始まる こ

とになりますか。
○阿久澤委員

その 辺、 まだ明確にはされて おり ませんが、消費者庁 のほ うの委員会での中間 取

りまとめがありまし て、その内容につきまし ては 、部会にて委員の方 々か ら多くの意見を頂い て
おりますので、それ ら意 見を参考にしていた だき消費者庁のほうで諮 問案 について検討してい た
だいていることと思 いま す。その諮問がいつ とい うことはわかりませ んが 、近いうちに来ると 思
っております。
○河上委員長

消費 者庁 には是非丁寧な説明 をい ただいて、恐らく利 害が かなり対立するとい い

ますか、意見が分か れる ところではあろうか と思 うので、それだけに 問題 の実態がどこにある の
かということと、い ろん な利益を考量する上 で、 消費者庁がどういう 形で 議論の前提となる事 実
を出してくれるのか とい うのはかなり大事な こと だろうと思います。 また 、本委員会でも阿久 澤
委員からの御報告を 受け て、必要があれば議 論を させていただこうと 思い ます。
ほかにはいかがでしょ うか。よろしゅうご ざい ますか。
こうやって頂く御 意見 、大変貴重でして、 私ど も、一つ一つ丁寧に 読ま せていただいて、で き
ればこの要望書、意 見書 を参考にして、我々 も充 実した議論を続けて いき たいと思います。
今後も、先ほど申 しま したけれども、定期 的に委員間でこうした意 見書 、要望書について意 見
交換を行う機会を是 非持 っていきたいと思い ますので、よろしくお願 いい たします。
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≪６．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、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。
また、本日の17時 をめ どに報道機関の皆様 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 いた します。
○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、誠にあ りがとうございまし た。
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