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≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところお集ま りい ただきまして、あり がと うございます。ただ い

まから「消費者委員 会第247回本会議」を開催 いた します。
本日は阿久澤委員、樋 口委員が御欠席であ りま す。
それでは、配付資 料の 確認をお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第下部のほう に配 付資料一覧を記載し てお ります。資料１から 資

料３、参考資料とな 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．消費者基本計画工程表の改定素案について（１）平成 28 年度特定保健用食品
買上調査の調査結果について≫
○河上委員長

それ では 、早速ですけれども 、最 初の議題は「消費者 基本 計画工程表の改定素 案

について」でありま す。
消費者基本法にお きま しては、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 新たな課題などに係 る
検討を調査審議の重 要な 柱の一つと位置づけ 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も含 めて 検証・評価・監視を 行う 」とされております 。
当委員会といたし まし ては、本年４月11日 の消 費者委員会本会議におい て、工程表の改定素 案
についてヒアリング を行 ったところでありま すけ れども、このヒアリ ング 結果やこれまでに行 っ
た建議・提言、その 他の 意見等を踏まえ、基 本計 画工程表の改定に向 けた 意見を発出していき た
いと考えております 。
本日、その意見の取り まとめを行う予定で あり ますけれども、それ に先 立ちまして、本意見 に
関連する事項として 、食 品表示による適正な情報 提供及び関係法令の厳正 な運用という点に関 連
して、まず最初に、 ５月17日に公表された平 成28年 度特定保健用食品買 上調 査の調査結果の概要
とその対応について 、消 費者庁から説明をお 願い いたします。
本日は、消費者庁 食品表示企画課赤崎課長 にお 越しいただいており ます 。お忙しいところ御 出
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席いただきまして、誠に ありがとうございま す。
では、短くて恐縮です けれども、５分程度で簡 単にお願いいたしま す。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

食品表示企画 課長でございます。

お手元の資料１が、特 保の買上調査の調査 結果です。これに基づい て簡 単に御説明させてい た
だきます。
この買上調査を行 った経緯については後ほ ど簡 単に触れますが、ま ず、 調査の結果でござい ま
す。これにつきまし ては 、昨年の９月27日時 点で 実際に販売している 特保 の食品の中から、７品
目の商品を調査対象 とし て買い上げ、許可申 請時に提出された方法に のっ とって分析試験を実 施
いたしました。その結果 が以下にございます 。
まず、対象となる ７品 目につきましては、 １社 が２品目作っている例も ございますので、６社
７品目になります。この うち、５社の５品目 につ きましては、関与成 分量 が定められたとおり 適
切に含有されており まし たが、１社の２品目 につ きましては、定めら れた 量を下回るという結 果
が出ました。
その１社２品目が 何か というと、次のペー ジに 出ております。いず れも特保の許可申請者は 株
式会社佐藤園でござ いま す。一つが許可番号1150「ドゥファイバー粉 末ス ティック＜グアーガ ム
＞」、もう一つが、許 可番 号1230「緑の促茶」 でご ざいます。
いずれも関与成分 はグ アーガム分解物（食 物繊 維として）というこ とで 、この２商品は関与 成
分及び含有量は同じで、 商品名が異なるとい うも のでございます。
あわせて、ドゥフ ァイ バー粉末スティックにつ きましては、実際の販売 は大正製薬が行って い
ます。
また１枚目に戻り ます。適切に関与成分が入っ ていなかった２品目 につ きましては、現時点で
は販売されておりま せん 。自主回収を行って おり ます。自主回収につきま しては、それぞれ関 係
の事業者が対外公表 して おります。その資料 につ きましては、委員の皆様 に席上配付という形 で
お配りをしておりま す。
以上が調査の結果でご ざいます。
この特保の買上調 査につきましては、皆様 方御 承知のとおり、消費 者委 員会からこれはやる べ
きという強い御意見 を頂 いておりまして、本 来は 今年度行う予定でご ざい ました。ただ、昨年 の
９月に特保の許可の取消 しという案件がござ いま した。そのときに、今後 の改善の一環という こ
とで、本来今年度に 予定 しておったものを昨 年度 前倒しで実施したと いう経緯がございます。
本件に係る今後の対応 ですけれども、まず 、こ の事業者の佐藤園につき ましては、これまで も
何度もやり取りして おり ますが、今後とも品 質管 理状況の聞き取り等 につ きましては、我々か ら
必要なコンタクトを し、 また、必要な指導を いた したいと思っており ます 。あわせて、このよ う
な品質管理上の問題 が今 回事実として発覚し まし たので、近々、消費 者庁 長官名義で品質管理 の
徹底を求める通知を 事業 者側に出したいと思 って おります。
あわせて、今年度 の買 上調査でございますが、 昨年度は７品目でご ざい ました。今年度は一 度
御説明させていただ きま したけれども、大幅 に増やしまして、35品目 程度 を対象に買上調査を 行
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いたいと思っており ます 。
なお、本件につき まし ては、今、述べたよ うに 先週水曜日５月17日 の時 点で特保の買上調査 の
結果として対外公表 して おります。
本件につきまして は、 消費者庁としては、 許可 の取消しは考えてお りま せん。理由は大きく ２
つございます。
一つは、我々が買 上調 査の結果、適量入っ てい ないということを事 業者 側に連絡した後、事 業
者として自ら分析を 行い 、自主回収を行うな ど、必要な対応につきまして は、我々としてはや っ
ていただいておると 考え ています。
あわせて、今回こ の下 回ったという結果に つき ましては理由は明白でし て、それは関与成分 の
原材料の規格値がそ もそ も下回っていた。原 材料 の時点で成分が適量入っ ていなかったので、 最
終製品にも入ってい ない ということであり、これ は今後の改善も可能と考 えております。そう い
う事情がございますので 、これにつきまして は、 許可の取消しではな くて 、今後の品質管理の改
善というアプローチ で、 必要な資料なり、全 体的 に更に品質管理の徹 底を 求めていきたいと思 っ
ております。
説明は以上でござ 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 まの件に関して、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

消費者 庁の 御意見は丁寧に聞くとわ かるかもわかりませ んが 、一般の消費者には 、

関与成分が入ってい なく ても取り消す場合と 取り 消さない場合がある とい うのは、非常にわか り
にくいと思うのです 。中の成分に対する専門 家が 買うわけではなくて 、一 般消費者が特保のマ ー
ク、消費者庁がつけ てい るという信頼があっ て買 っているものですか ら、 今回買上調査を実施 す
ることになって消費 者も すごく期待している と思 うので、買上調査で 数値 が足りなかったら即 取
り消すという形の方が一 般消費者にはとても わか りやすいので、今後 検討 していただけたらど う
かと。特保のマーク とい うのは、それだけ権 威の あるものだよという こと が消費者にも伝わる か
と思います。
○河上委員長

何か お答 えされますか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の大 森委員からの御指摘 でご ざいます。

おっしゃるとおり 、こ の特保のマークは、 それ だけ消費者から信頼 を受 けるという重みがあ る
ものですので、この制度 ・運用につきまして は、 我々としても厳正に対応 する必要があると思 っ
ております。
その上で、この許 可の取消しにつきまして は、 健康増進法の28条に「で きる規定」というこ と
で、１号、２号、３ 号と 三つ要件がございま す。 その適用に当たりま して は、今、言いました 消
費者の信頼の確保の ほか に事案の悪質性とい いま すか、あと、今後の 改善 の見込み、可能性、 そ
ういったものを勘案 して 、消費者庁では制度の運 用をしております。
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今回につきまして は、先ほど御説明させて いた だいたように許可の取消 しは考えておりませ ん
が、この点につきま して は、消費者の信頼確 保と いう観点から事業者 の方でも回収のお知らせ を
して自ら改善に向け て取 り組んでおりますの で、 まずはその自主的な取組 を見た上で対応させ て
いただきたいという のが 、現時点の消費者庁の考 えでございます。
○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。

今のことにも少し関連 するのですが、配付 資料 の別紙に佐藤園とい うと ころのホームページの
抜粋があります。そ この下のほうを見ますと 、回 収対象製造番号とい うも のが賞味期限ベース で
賞味期限の年月の違 うも のが５種類あります 。そ こでお伺いしたいの です が、消費者庁での買 上
調査というのはある１つ の製品でしょうが、 それ を受けて、事業者側 で、 それがたまたま１個 の
製品ムラなのか、そ れと も、一定のロットの 中で基本的に製品の含有 量が 足りないのか、それ は
いつ頃からどうなの か、最初に許可を申請し たと きからもともとなか った のか、それとも、い つ
頃から何が原因なの かと いう辺りを自主的に 検査 した上で報告が上が って きているのではない か
と思います。ここに回収 対象製造番号が５種 類書 いてあるということ との 関係で、それはどう 理
解すればよいのかを お伺 いしたいと思います 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の池 本委員長代理からの 御質 問でございます。

お話にございまし たよ うに、特保としての買上 調査というのは、該 当の １商品について行っ た
ものでございます。 それ は昨年度行いまして 、そ の結果につきまして は、まず、どういう品質 管
理がなされておった のか 、それの確認もあっ て、 まず我々が事業者に 通知 をしました。その時 点
で初めて事業者はこ の規 定量が入っていなか ったという事実に気がつ いた ということになりま す
けれども、その上で 、事 業者の方が自主的に、我 々が指摘をした商品 に限 らず、関連する製造所
固有記号のついた商 品についても広範に自主 的に 調査をし、その結果 、該 当し得る可能性があ る
ものということで、 今、 言いました５つの固 有記 号番号について自主 回収 の対象ということで公
表した。事実関係は 以上でございます。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

事業者 さん の対応の仕方として 、御 連絡くださいという こと になっているのです け

れども、消費者の方から 申し出た場合、結果 的に どういう対応をするとい うことはお聞きにな っ
ていらっしゃいます でし ょうか。返金をするとか 、具体的なことは決 まっ ているのでしょうか 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の増 田委員からの御質問 でご ざいます。

我々が現時点で把 握す る限りでは、実際、 それ を買われた消費者の 方か ら、自分の手元に該 当
の商品があるという形で 、それを戻すので返 金願 いたいという御要望 があ れば、基本的にはそ の
御要望に対応するという 方針で消費者の方々 に向 き合うと、このよう に我 々はお話を聞いてお り
ます。
○増田委員

多分こ ちら の事業者さんの場合 、通信 販売が主な販売方法 だと 思うのですけれども、

何を買ったかという記録 は残っていると思う ので す。ですから、事業 者の対応が十分であると い
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うことが、今回処分 をし ない理由の一つにな って いるということであ れば 、どこまで消費者の方
にきちんと通知をし たか 、その結果、どうい う対 応をしたかというと ころ も見ていただいたほ う
がいいのかなと思い ます 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の御 指摘、そのとおりでござ いまして、今回のケ ー

スで申しますと、こ の特 保の許可を受けてい る申 請者の方は、我々が行っ た買上調査の結果を 起
点に事実を把握し、その 後、自らも分析をし た結 果に基づいて当庁に 報告 をし、自主回収もし て
おります。あわせて、購 入した事業者の方は 、今 、お話がありました よう に、ある程度記録が 残
っている形の人には 、事 業者側から連絡をし て事 情もお伝えしたと聞 いて おります。その上で 、
返金の御希望があれ ば、その御要望には基本 的に は対応する方針だと 伺っ ておりますので、今 回
許可の取消しをしな かっ たというのは、今、 言い ましたように、事情 も踏 まえて、いわゆる悪 質
性というのはそれほ ど高 くはないと申します か、 そういうような思い 、考 えもあってのことだ と
いうことを念のため 付言 させていただきます 。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
悪質性 のお 話なのですけれども 、悪 質業者を取り締まる とい うことではなくて、 最

初もお話があったと ころ で、原材料の時点で 入っ ていなかったので今 回は 取り消さないという 表
現があったと思うの です が、何かメーカー 側に対し てすごく甘いなという印 象を受けるのですね。
原材料はメーカー側 が責 任を持ってチェック すべ き、メーカー側の責 任だ と思うのです。特保 の
商品になるのだから とい うことで、きっちり原材 料をチェックしてく れな いと困りますよと、 厳
しく取り締まるのが 筋で はないかと思います 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の御指 摘で ございます。

きちんと品質管理 をし 、信頼に値する商品 を消 費者に提供すること が極 めて大事だというこ と
は、今、大森委員か らお 話がありましたとお りで ございます。我々と して も、まず本件につき ま
しては、速やかに連 絡の つく方に事業者の方から コンタクトを取って 自主 回収の手続をしておる
ということに加えて 、制 度的な観点からは、 近々 に消費者庁長官の名 義で品質管理の徹底を求 め
る通知を、許可を受 けた 事業者側にきちんと伝わ るように指導文書と いう ものを出したいと思 っ
ております。
本件につきまして は、 繰り返しになりますけれ ども、本来入るべき量が 入っていなかったと い
う意味では、それを信頼 した消費者の方から 見る と、その信頼が裏切 られ たということになり ま
す。その点につきま して は、もう事業者とし て、 この事実に気がつい た時 点できちんと向き合 っ
て、その後取り得る対応 をきちんと事業者と して 取り組んでいるとい う中 で、我々としてもこ の
制度全体の信頼を保 って 、今回の本来入るべ きも のが入っていなかっ たと いうことを、今後の 制
度の運営にいい形で結び つけていくことで考 えて おります。
そういう観点から 対応 を考えておりますけ れど も、また消費者委員 会の委員の皆様方からい ろ
いろな御意見を頂け れば、それも踏まえて制 度をよりよくしていくと いう 観点からさらに取り 組
んでまいりたいと考 えております。
○河上委員長

蟹瀬 委員 、どうぞ。
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○蟹瀬委員

今のこ とに 関連するのですが、 特保 というのは特別な効 果が ありますという食品 を

担保にしているわけ です から、本来ならば事 業者 側が新しい商品を作 るた びにロット別の抜取 り
調査をすべき。もし それ をやっていれば、今 回の ような買取調査で見 つか ることはないわけで す
ね。そういう指導を 今後明確になさっていく のか 、ただ、事業者に品 質管 理を高めなさいとお っ
しゃるのか、その辺りの ところをお聞かせい ただ きたいのです。
特保でなければそ れは 余り関係ないかもし れな いですけれども、特 保と いうのは消費者庁か ら
のオーケーを頂いて いる 商品であるというこ とに なりますので、その 辺りのところはどうなの で
しょう。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま 御指 摘のあった点でござ いま す。

この特保の制度運 営の 適正化につきまして は、消費者委員会から昨 年４ 月に建議を頂いて、今
年の１月には意見書 とい う形でいろいろな御 提案 を我々は受けており ます 。
その上で、今年の ３月 に御説明をさせてい ただ きましたけれども、 今後 は毎年１回定期的に第
三者機関に関与成分 が適 量入っているかどう かチ ェックをしていただ く。 あわせまして、今回 の
成分が必要量入っていな かったという案件でござ いますけれども、後 発事 象で新たな科学的知 見
が事業者側に入った とき には、その新たな科 学的 知見というものの類 型化の通知を今年の３月 に
出しています。その上で きちんと出していた だく旨、内閣府令の改正 とい う形で手続の明定も し
ております。
そういう形で、い ろい ろな現時点で考えら れる品質管理、特に必要 な関 与成分が必要量入っ て
いるというのがこの 制度 の生命線になります ので 、その意味では、買上調 査というのも、今年 度
以降、数を昨年度の ７つ から少なくとも今年 度は35程度ということで 、実際に特保としてマーケ
ットで売られており ます商品は、昨年９月時点で大 体360ちょっとでござ いま した。まず１割を目
途に今年度買上調査 をす ると考えております 。
今、述べましたい ろい ろな取組を併せて行 うこ とによって、今、お 話の ありましたこの制度 の
適正な運営、なかで も、必要量入っているこ との 担保につきましては 、消 費者庁としてもでき る
限りの取組を進めて いき たいと考えておりま す。
○河上委員長
○鹿野委員

鹿野 委員 、どうぞ。
３点申 し上 げたいと思います。 １点目は、今回買上調査 の結 果を御報告いただい た

のですが、ここでも、買 上調査に意味がある とい うことが改めて明ら かに なったのではないかと
思います。今年度は35品 目実施されるという こと ですので、引き続き 適正な実施をお願いした い
と思います。
第２点は、既に他 の委 員もおっしゃったと ころですが、先ほど今回 の件 については許可の取 消
しはしないとおっし ゃっ たことの理由のうち 、特 に２点目ついてです 。つ まり、原材料の中の 成
分が下回っており、 それ に当該事業者も気付 いていなかったというこ とで 、悪質性がそれほど な
いというような言い 方を されたと思います。その 点、意図的に隠したよう な事例などと比較す る
と確かに相対的には 悪質 でないということが 言え るのかもしれません。しか し、特保においては 、
原材料のチェックを含め 、当該製品が、消費者に 渡るところの段階できち んと所定の品質を備 え
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ていることの確保が 必要 です。ですから、既 に御 説明していただいたとこ ろではありますが、品
質管理を徹底させる こと に向けて今後更に対 応し ていただければと思 いま す。
３点目ですが、不 適合がわかったときの対 応と して、消費者に向け た情 報提供としてこれで十
分なのかということにつ き少し疑問に感じま した 。去年も不適合の例 があ り、あの場合は許可 の
取消しがされたよう でし た。今回は２つ不適 合が見つかったというこ とと、自主回収が行われ て
いるということは書 いて あるのですけれども 、そ れ以上の詳しい情報 はあ りません。先ほど取 消
しはしませんという 御説 明だったのですが、 消費 者にとっては、どういう 状態でどうしてこう い
う結果になったのか は必 ずしもよくわからな いの です。そういうこと も含 めて、情報が消費者 に
とってわかりやすく 提供 されているかという観点 から疑問を感じまし た。
もう一つ、その前 提と して、不適合が見つ かっ た場合に許可の取消 しを するかどうかなども 含
め行政の対応の基準 が明 らかでないという問 題が あるのではないかと 思い ます。先ほど御説明し
ていただいたところ によ れば、悪質性あるい は自 主的な回収等によっ て対 応ができているのかな
どを考慮したという こと でありましたし、健 康増 進法の28条などにつ いて も御説明していただ い
たところではあるの です けれども、基準が少 なく とも他者から見て、ある いは特に消費者から 見
て、明らかな形には なっ ていないのではない かと感じたところです。
以上です。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の御 指摘でございます。

まず、１点目 の買上調査 につきまして、意味がある という御指摘を頂き まし た。我々として も、
この買上調査につき まし ては、消費者委員会から の御提言を踏まえて 、消 費者庁創設以来やっ て
いなかったことを昨 年度始めたという経緯が あり ます。それだけ重要なも のだという認識は消 費
者庁としても持って おり ますので、今年度は35程 度、今のところ考え てお りますが、物理的に も
う少し増やすことが でき るのかどうかも含め て、 まだ今年度始まった ばか りですので、よくそ こ
は考えていきたいと思っ ております。
２点目で、品質管 理の徹底が大事だという お話 もございました。こ れも全くそのとおりで、何
も付け足すことはあ りま せん。まさにそうい う観 点から、特にこの特 保と いう意味では、消費 者
の信頼が一般食品よ りも高いと。オーソライ ズさ れたという形で売っ てい るものですので、そ の
裏返しとして、その 信頼 にきちんと応えるよ うにということは事業者 も分 かっておるかとは思 っ
ておりますが、実際 にこ ういう事実が発生し てお りますので、そのこ とも 踏まえて、きめ細か く
必要な品質管理の徹 底と いうことは、我々か らも 事業者に注意喚起を し、必要があればいろいろ
な指導もしていきた いと 思っております。
３点目の、こうい う事 案が分かったときの 対応 ということで、消費 者へ の情報提供がまだ少 し
弱いのではないかという お話がございました 。我 々としても５月17日 付、 先週水曜日に一応対 外
公表し、記者の方か らお 問合せがあれば可能な限 りでいろいろな御説 明を させていただいてお り
ますけれども、ただ 、そ れで十分とも思って おり ません。その点、ど うい う形で、今回こうい う
事件が起きたという こと も含め、特保がこう いう 制度なのだというこ とも併せて周知が必要だ と
思っておりますが、 その 点につきましては、政府 広報、特にラジオ、 テレ ビというインターネ ッ
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ト以外の媒体でのい ろい ろな情報発信の重要 性、 これは消費者委員会から 御意見を我々は頂い て
おりますので、そう いう 中でいろいろ可能な 対応 を是非とも前向きに 考え ていきたいと思って お
ります。
あと、許可の取消 しの 基準が必ずしも明確 では ないという御指摘が ござ いました。これは健 康
増進法28条に「でき る規 定」ということで要 件は３つございますが、実は 、実際にこの規定が 発
動されたのは、特保 制度が 平成３年に始まって以来、去年の取消し事案が初め てでございました。
その意味では、今、 個別 具体の問題が起きた とき に適切に対応する観 点か らどうかというアプ ロ
ーチになっておりま すけ れども、ある程度このよ うな経験値が増して いく 中で、予見可能性とい
いますか、合理的な 物差 し、判断の基準があった ほうがいいというの は御 指摘のとおりだと思 っ
ておりますので、そ うい う観点から、よりク リアな分かりやすい基準 がで きないか、そういう 点
については今後の制 度運 営の重要な課題だと 思っ ており、そういうこ とも 念頭に置いていろい ろ
考えていきたいと考 えて おります。
○河上委員長
○長田委員

長田 委員 、どうぞ。
基本的 なと ころで、皆さん、委 員が いろいろおっしゃい まし たけれども、４グラ ム

中2.6グラム関与成分 が入 っていますというこ とで認可を受けた製品に、それ だけたまたま、買っ
た１本に足りませんでし たということを調べ たと ころ、この自主回収 の状 況では１年間にわた っ
てそういう状況があ った ということは、委員 の皆 さんがおっしゃったけれ ども、そういう意味 で
の品質管理が全くで きて いないこと。それか ら、 関与成分がそこに完 全に入っている原材料に関
しても、原材料にそ の関 与成分がきちんと入 って いることの確認もさ れて いないこと。非常に初
歩的な品質管理がで きて いないにもかかわら ず、 消費者庁の買上調査 でそ れを指摘されたら、 調
べたらそうでしたか ら回 収しますということ が、悪質性がないと言っ てい いのかどうかという と
ころは、非常に大き な課 題があるのではない かと 思っています。
ですから、いずれ経験 値を積んで基準をと おっ しゃいましたけれど も、まず物の考え方のよ う
なところはどこかできち んと議論をしていた だき たいと思いました。 特に お答えは頂かなくて結
構です。
以上です。
○河上委員長

お願 いし ます。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

今の点で ござ います。

今、長田委員から お話 のありましたように 、品 質管理上、これはな すべ きことがなされてい な
いということでござ いま した。その点、まさ にそ のとおりでして、そ の意 味で決して褒めるよ う
なものではなく、消 費者 との関係で見ると、よく ない。これは我々も、逆 に事業者側もそうい う
認識は持っておると いう ことでございます。
その上で、今回こ うい うことが起きた。そ れで 取消しというアプロ ーチ もありますが、逆に こ
れを教訓として、こ の事 業者としてどう前向 きに 対応していくのか、 こう いうことも大事なの だ
ろうと思っています 。
その意味では、決 して隠 蔽といいますか、隠 すこと なく自発的に自主回 収と いう形の公表もし、
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先ほど御質問もあり まし たけれども、消費者 との 関係で見ても、この 自主 回収のペーパーを見 ま
すと問合せ先という もの がありますので、い ろい ろなクレームが来る かと 思っています。そう い
うものが来れば、事 業者 として可能な限り真 摯に 対応するというもの です 。
先ほど、悪質性の 観点 から、悪質性がない と言 い切って果たしてい いの かどうかという趣旨 の
問題提起もございま した 。我々も悪質性とい う言 葉は軽々に使う言葉では ないともちょっと思 っ
ておるのですけれど も、ただ、事業者として いろ いろなことを、問題 とし ては起きながらも、 な
すべき改善策はいろ いろ な形で取り組んでお ると いうことなので、基 本的 にはそういう前向き な
取組を後押ししつつ 、制 度として今よりもよ くし ていき、結果、消費 者の 信頼が、これを契機 と
して逆に反転してよ くな るきっかけになったと言 われるような、そう いう 形の取組を目指して頑
張ってまいりたいと 思っ ております。
○河上委員長

よろ しい ですか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

特保と いう 制度をよりよくして いき たいと、それは消費 者庁 のお考えかもしれませ

んけれども、特保と いう 制度を信用してこの 当該 製品を買っている人 たち 、また、もしかした ら
ほかの製品に対して も信 頼は完全に揺らぐわ けで して、その人たちを 踏み 台にするようなこと を
おっしゃるのはいか がか と思います。
○河上委員長

私も 伺い たかったのですけれ ども 、実際にこの製品の 関与 成分が足りないとい う

ことが分かった後、 消費 者庁としては、その製品 がどのくらいの規模で売 られて、どのぐらい の
期間それが売られていた のかということにつ いて は、把握されていた ので すか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

買上調査 の結 果、適量入っていな いこ とが分かった時点で 、

まず事実としてお伝 えを 事業者側にし、いろ いろ な品質管理の状況に つい ても問合せをしてお り
ます。その中で、実 際の 販売状況につきまし ても 我々から、当然これ は基 礎的な基本となる事 実
でございますので、担当 同士のやり取りの中 では 確認はさせていただ いて おります。
○河上委員長

私、 実は 課長の記者会見の模 様を 読ませていただいた ので すけれども、分かり ま

せんというのがずっ と続 いていましたよ。あ れはなぜですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の河 上委員長からの御指 摘で ございます。

実際の生産量なり 販売 量が幾らかというの は、 当然、我々も事業者 には 確認をさせていただ き
ましたけれども、た だ、 その点につきまして は、 どうも事業者側が別 途き ちんと整理をし、い ろ
いろな受け答えにつ きま しては、事実として は事 業者が問題意識を持 って 対応するということ で
したので、そこのと ころ につきまして、まだ きち んと我々のほうで公 表で きるような形での数 字
というのは持ってい ない 。それが、今、委員 長の 御発言のありました プレ スリリースのときの や
りとりの事実でござ いま す。
○河上委員長

消費 者が １番知りたいのはそ こで すよ。ですから、プ レスリリースするときに 、

一体どういう製品が どう いう形で特保の要件 を満 たしていなくて、そ れが これくらいの期間販 売
されていたというこ とに ついての情報を、そ の時 点できちんと示すの が本 当の公表の在り方で は
ないですか。
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今、いろいろ伺っ てい て、おかしいなと思 うの は、特保として売る に値しないものを特保商 品
として、しかも相応 のかな り高い値段でずっと 売っ てきて、皆さんに購 入させ てきたわけですね。
それは結果責任だと 思い ますよ。そのこと自 身に ついて、まずは反省 をす る必要があって、そ の
ことについてきちん と消 費者庁は把握をした ので あれば、それを公 にする必 要と責任があります。
せっかく買上調査を した のに、何となく当事 者の 間で、態度がよろし いか らもう少し様子を見 て
あげましょうというよう な話にすることは、決し ていい結果にならな いの ではないかという気が
するわけです。
別に今回の分に関 して取消しにしろとか、 そう いうことを申し上げ てい るわけではなくて、 せ
っかく買上調査をし てそ の中身の審査をする ので あれば、その審査の 基準 とか、あるいはそれ に
対する対応の方針等をあ らかじめきちんと明 らか にしておいて、対応 する ことは必須だろうと 思
います。その意味で は、 今回の対応の仕方に 関し ては、少し相手も甘 く見 ているし、消費者庁 も
その点に対して厳正 かつ 公正な対応ができた かど うかという点につい ては 、私には疑問があり ま
す。
今回は特保では初 めて の買上調査であった とい うわけですけれども 、そ のような中、問題の あ
る製品が見つかった こと 自体は、事後チェッ クが 機能し始めたという 点で 喜ばしいことではあ る
わけですが、今回の 件に ついて言いますと、対応 ルールとか処分基準 が曖 昧な部分があったの で
はないかと思われま す。
このような事案が 今後発生したような場合 に、 その商品情報につい てど こまで開示するのか と
いうことも含めて、明確 な基準が必要だとい うこ とを痛感いたしまし た。 ここでの議論を踏ま え
て、後ほど意見につ いて 審議をいたしたいと思い ますけれども、場合 によ っては、消費者基本 計
画の工程表の中にもこの 点について一定のこ とを盛り込むということ も考 えてみたいと思いま す。
最初のケースだっ たの で何かと大変だった かも しれませんけれども 、庁 としても今後とも気を
引き締めてやってい ただ ければ有り難いと思 いま す。
今日はどうもあり がと うございました。
（消費者庁退席）

≪（２）消費者基本計画工程表の改定素案に対する意見について≫
○河上委員長

次に 、お 手元にお配りしてお りま す意見案について、 事務 局から説明をお願い し

たいと思います。
○黒木事務局長

そ れで は、お手元にお配り して おります資料２に基 づい て御説明を申し上げ ま

す。
消費者基本計画工 程表 改定素案、本年４月 に出 された改定素案でご ざい ますが、これに対す る
意見の案ということ で御 用意をしております 。
構成でございますけれ ども、最初に前書きを置 きまして、この意見書の 発出の経緯、あるい は
その目的を書いてお りま す。それから、第１と第 ２ということで、第 １で は全体的な事項につ い
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て、第２ではより個 別な 事項について記述し てお りまして、個別な事 項と して３点挙げている と
いうことでございま す。 順次御説明をしてま いり ます。
まず、前書きの部分でご ざいますけれども、本消費 者委員会では、既に基本計 画工程表の検証・
評価及び見直しとし て、 本年１月31日に工程 表改 定に向けての意見と いう ものを取りまとめてい
ただいております。 その内容を踏まえまして 、可 能な限り、工程表の 改定 素案に反映するよう 求
めてきたところでご ざい ます。
その後、消費者庁 を初 めとする関係府省庁 等に おいて、この１月の 意見 も踏まえつつ、取り ま
とめられた工程表の改定 素案というものが、本年 ４月10日よりパブリ ック コメントにかけられ た
という経緯でござい ます 。
他方、本委員会に おき ましても、１月の意 見の 後に、４月11日の本 会議 において、この工程 表
の改定素案について 消費 者庁からヒアリング を行 いました。また、そ れ以 外に工程表に記載さ れ
た個別の施策についての ヒアリング等も幾つ か行 っていただいており ます 。この工程表の改定 素
案のヒアリング、あ るい は個別の事案のヒア リン グ、それから、それ 以外 に委員会でこれまで 行
ってきた建議・提言 等、 意見の内容等を踏ま えま して、この意見書案 をま とめているところで ご
ざいます。関係省庁 にお いて可能な限り工程 表の 改定原案への反映を して もらいたいという趣 旨
で発出するものとい うこ とを記載してござい ます 。
それから、消費者 委員 会といたしましても 、こ の反映状況あるいは 実施 状況等について引き 続
き監視を行い、必要 に応 じて建議等の意見表 明を 行っていくこととす ると いう記載をしており ま
す。
具体的な内容でご ざい ます。「第１

全体的 な事 項」といたしまして 、２点。

１点目は「ＫＰＩにつ いて」ということで 、平 成27年２月の基本計 画素 案等に対する意見に お
いて指摘した基準を 念頭 に、ＫＰＩの見直し を行 うほか、施策の達成 状況 等に応じて、その指 標
の見直しあるいは追 加設 定をするとともに、目標 の数値等についても不断 の見直しを図られた い
としております。
２点目、
「工 程表の図に ついて」でご ざいますけ れども、これ について 、定 期的・継続的に実施
しなければならないもの は除きまして、可能 な限 り具体的な取組に分 けて 、取組ごとに期限を明
確に設定した上で、 図示 されたいとしており ます 。また、取組の進捗 や効 果が思わしくない施 策
につきましては、そ の状 況を改善するための 具体 的な対策を工程表に 反映 されたいとしており ま
す。
続きまして「第２

工 程表への反映が必要 な事 項」に移らせていた だき ます。

１点目は「成年年 齢引 下げ対応について」でご ざいます。成年年齢 引下 げに対応する各取組を
一体的に把握できる よう 、各項目に関する工程表 を集約し一覧できる よう にされたいというこ と
をまず最初に述べて おり ます。
その中でも特に消 費者教育推進地域協議会 の枠 組みに大学・専門学 校等 に参画してもらうよ う
大学・専門学校等、 関係 団体を通じて要請し 、ま た、消費生活センタ ーと大学・専門学校等と の
被害事例の交換のた めの 枠組みの構築につい て明 記されたいというこ とを 記載しております。
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それから、消費生 活セ ンターの相談窓口の 充実 あるいは多様な媒体 を用 いた広報の充実につ い
ても工程表に明記さ れたいとしております。
さらに、１番最後 のパ ラグラフでございま すけ れども、若年成人へ の対 応につきましては、 必
ずしも成年年齢引下 げを内容とする民法改正 等が実施されなければ行 えな いものではないとい う
ことを踏まえまして 、そ ういう改正を待たず に、 直ちに取組を始めら れる 事項についても、今 期
の工程表に具体的な取組 を記載し、あるいは 今期 の工程表に記載でき ない取組については次期 の
工程表に記載できる よう 準備・検討を進めら れた いとしております。
２点目といたしま して、
「食品表示について」で ご ざいます。まず（１）で「 消費者等への周知
の強化と健康食品の 表示 ・広告の適正化」に つい てでございます。
栄養成分表示や保健機能食品に関する消費者への周知に係る取組といたしましては、栄養表
示・保健機能食品の消費 者教育調査、あるい は消 費者教育モデル事業、ま た、平成30年度以降 の
全国展開に向けた取 組と いうものがヒアリン グ等 で出ておりました。 これ らをしっかり記載し て
いただくということ とともに、その取組のス ケジ ュールを工程表の図 に明 記されたいとしてお り
ます。
加えまして、食品表示 法に基づく食品表示 の理 解度のＫＰＩとして 、消 費者・事業者双方の 理
解がどの程度かとい うこ とを示すデータを記 載さ れたいということを 記載 しております。
「また」のところ のパ ラグラフでございま すけ れども、健康増進法 にお いて従前以上に速や か
な監視・指導を行うための方策について記述さ れた い。仮に現行法では現行以 上に速やかな監視・
指導が行えないとい う場 合には、健康増進法 改正 に関する検討を速や かに 行うことを記載され た
いとしております。
それから、
「さ らに」の ところのパラグラフ でご ざいますけれども 、事業者 に対して、特定 保健
用食品の広告に、バ ラン スのとれた食生活の 普及 啓発を図る文書の表 示を 求めることについて 、
事業者に対するパン フレ ットの配布枚数など の実 績を記載していただ くと ともに、これが実効 性
ある対策であるのか を示 すためのＫＰＩを設 定さ れたいとしておりま す。
食品の関係の２点 目で ございますけれども、
「 特 定保健用食品等の制 度・運 用の見直し」という
点につきまして、特 保の 許可後の事後チェッ クに ついて、買上調査や 指導 等の件数の実績を具 体
的に記載されたいと いう 点を１点目に挙げており ます。
「また」のところ でご ざいますけれども、特定 保健用食品の再審査 制に 係る運用については、
明確になっていない 面が あることから、再審 査制を更新制の代替とし て機 能させるための要件 の
見直し等の検討を明 記さ れたいとしておりま す。
それから、特定保 健用 食品の製品に係る公 開情 報の充実を図ること につ いて、そのスケジュ ー
ルを工程表の図に明 記さ れたいという点。
「加えて」のとこ ろで ございますけれども 、特 保のみならず保健機 能食 品全体に関する制度 を
適正に運用できる体 制を 強化するための計画 を明 記されたいとしてお りま す。
２．の最後になりま す（３）でございます。
「機 能 性表示食品制度の見 直し」でございます。機
能性表示食品制度の 施行 後２年がたっており ます ので、制度の運用状 況や 制度に対する消費者 の
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理解度等を踏まえて 、改 善に向けた見直しを 行う 旨を明記されたいと いう 点で、特に事後チェ ッ
クの在り方や表示・ 広告 等、問題提起を受け るこ との多い点については、 その実態を把握して必
要な見直しを行うこ とを 明記されたいとして ござ います。
それから、個 別の事項について、１番最 後、３点目 でございます。
「 地域の見 守りネットワーク
の構築について」で すが 、消費者安全確保地 域協 議会の設置状況が非 常に低調であるという点 を
踏まえまして、その 設置 促進のための取組を 強化 されるよう、先進事 例の 収集・共有にとどまら
ず、その設置の意義 であ りますとか、地方消費者 行政推進交付金の活 用が 可能なことを含む設 立
支援に関する情報等の積 極的な周知など、具 体的 な取組を更に追加し て盛 り込まれたいというこ
とを指摘しておりま す。
また、ガイドライ ンに 記載されている事項 につ いて、その全てを必 要事 項と捉えることによっ
て、設置すること に対する負担感がもたらされ てい る可能性があるとい うこ とでございますので、
そうした負担感を取 り除 くための働きかけを地方 自治体に対して積極的に 行うことが重要で、 そ
の取組について工程 表に 明記されたいとして おり ます。
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、本日の ヒア リングや事務局の説 明を踏まえまして、若干 の意 見交換を行いたいと 思
いますが、御意見な どが ございましたら、お 願いいたします。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

先ほど の消 費者庁のヒアリング 、最 後のところで、委員 長か らも消費者基本計画 へ

の書き込みをという こと で御提案がありまし て、 私も是非そうすべき だと 考えております。
３ページの２．食 品表 示についての（２） のと ころに特定保健用食 品等 の制度・運用の見直 し
というところがあり ます 。ここの最後の「加 えて 」の段落のところに、特 保のみならず、保健 機
能食品全体に関する制度 を適正に運用できる 体制 を強化するための計 画を 明記されたいと書い て
あるわけです。ここ にも う少し具体的に、先 ほど の買上調査において 関与 成分が規定量に満た な
い製品が見つかった 今回 の対応のところを踏 まえ て、保健機能食品で問題 のある製品が見つか っ
た際の対応ルールに つい て、行政処分の是非を判 断する基準の明確化 、透 明化のほか、当該事 案
の情報、先ほど委員 長か らの質問にもありま した けれども、販売量や 販売 期間とか違反状況の 詳
細などの開示といっ た当 該製品を購入した消 費者 の視点に立った情報 提供 の在り方も含めて、早
急に検討することを 盛り 込まれたいとつけ加 えて いただきたいと思う ので すが、いかがでしょ う
か。
○河上委員長

どう でし ょうか。特に、御異 存は ないようですね。

そうしましたら、 この 意見案に本日、皆様 から 先ほどのヒアリング で出 していただいた意見 を
踏まえまして、修正 を施 したいと思います。
修正の仕方ですけ れど も、今、長田委員か ら御 指摘がありましたが、保 健機能食品で問題の あ
る製品が見つかった場合 の対応ルールについ て、 判断基準の明確化と かあ るいは透明化といっ た
ほか、当該事案の情 報、 販売量、販売期間、違反 状況といったものの 開示という消費者視点に 立
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った情報提供の在り 方についてきちんと検討 しろ という趣旨のことを 書き 込むことにしたいと 思
います。
修正文あるいは修 正の仕方については、今 の趣 旨で書き込むという こと で、御一任いただい て
よろしいでしょうか 。
それでは、私のほ うで原案を修正した上で 、こ れを消費者庁長官及 び関 係府省庁宛てで送付 し
たいと思います。
どうもありがとう ござ いました。
（公共料金等専門調 査会 古城座長着席）

≪３．電力小売自由化に係るフォローアップおよび都市ガス小売自由化に関する注視
すべき論点について≫
○河上委員長

２つ 目の 議題は「電力小売自 由化 に係るフォローアッ プ及 び都市ガス小売自由 化

に関する注視すべき 論点 について」です。
本年１月より公共 料金 等専門調査会におき まし て、電力小売自由 化のフォ ローアップに加えて、
都市ガス自由化に関 する 今後注視すべき論点 につ いての議論が行われ てま いりました。この議 論
の内容が、今般、専 門調 査会において取りま とめ られたとのことであ りま す。
本日は、公共料金 等専 門調査会の古城誠座 長に お越しいただいてお りま す。古城先生におか れ
ましては、お忙しい とこ ろを御出席いただき まし て、まことにありが とう ございます。
最初に審議経過及 び取 りまとめの内容につ いて 簡単に御説明いただ きた いと思います。そ の後、
意見交換を行った上で、 当委員会としての意 見を 取りまとめたいと思 いま す。
古城座長、よろし くお 願いいたします。
○公共料金等専門調 査会 古城座長

公共料金 等専 門調査会においては 、昨 年５月の電力小売自 由

化に関する注視すべ き論 点の取りまとめから １年が経過したことから 、自 由化後の状況をフォ ロ
ーアップいたしまし た。 あわせて、本年４月 に行 われた都市ガス小売 全面自由化に関する課題 に
ついて、有識者、消 費者 団体、事業者や行政 機関 等からヒアリングを 行う など、検討を重ねて ま
いりました。
これらを受けて、 ５月11日及び18日の専門 調査会において、議論の取 りま とめについて検討を
行い、今般電力小売自由 化に係るフォローア ップ 及び都市ガス小売自 由化 に関する注視すべき 論
点などを内容とする 「電 力・ガス小売自由化に関 する課題について」 とい う資料をまとめまし た
ので、御報告させて いた だく次第です。
本資料の内容につ いて は、事務局より説明 をお 願いいたします。
○丸山参事官

お手 元の ほう、右肩に資料３と付 し てある資料、タイトルと い たしましては、
「電

力・ガス小売自由化 に関 する課題について」 というペーパー、こちらにつ きまして、私から説 明
をさせていただきま す。
まず、構成でござ いま すけれども、Ⅰから Ⅴと いうことで、５点と いう ことで大きな構成と い
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う形で整理をしてお りま す。
順次御説明させて いた だきますが、まず「Ⅰ． 経緯」ということで整理 をしてございます。 こ
ちらでございますけ れど も、昨年４月の電力 小売 自由化について、消 費者 の観点からというこ と
ですけれども、注視 すべ き論点ということで 、公 共料金等専門調査会 で昨 年５月に取りまとめ た
ということを言って おり ます。
次のパラグラフでござ いますけれども、今 回で ございますが、電力 の自 由化から約１年が経 過
したということです ので 、フォローアップを 行う ということとともに 、今 後追加的に注視すべ き
論点を整理したとい うこ と。
それから、その下のパ ラグラフがございま すけ れども、本年４月に 行わ れた都市ガスの小売 自
由化について有識者等か らヒアリングの結果 をま とめまして、それを踏ま えて、注視すべき論 点
ということで、都市 ガス についての論点につ いて 整理したということ を経 緯として述べてござ い
ます。
続きまして、Ⅱの とこ ろでございます。電 力の自由化のほうのフォ ロー アップ、それから、 追
加的に注視すべき論 点と いうことで整理して いる場所でございます。
まず、
「１ ．自由化 後の 状況についての評価 等」ということで、最初に総 論ということで 、全体
的な評価について記 して ございます。
まず、自由化後１年間で 新電力への契約の切 替えを行った世帯の割合 につ いては、約5.5％とい
うことで、初年度と して は、欧州と比較する と必 ずしも低調とは言え ないということですが、 大
部分の世帯は、まだ 新し い料金プランに積極 的に乗り換えるという行 動に は及んでいない。そ れ
から、切替え自体が 大都 市部に集中している 。あ るいは、旧一般電気 事業 者のほうが旧供給区 域
を越えて進出が進ん でい ないということなど の課 題もあるということを記 してございます。
その上で、消費者 にと っての電力小売自由 化の成果については、競 争の 活発化を通じて電力料
金の抑制、選択肢の 拡大 の状況によって評価 され るべきということで 考え ますけれども、先ほ ど
述べましたように、 競争 の広がりが十分ではない 部分があるというこ とで 、その進展について 、
消費者の意見も参考 にし つつ注視していく必 要が あるということで、 総論 を述べております。
以下、具体的に昨 年の ５月のところの注視 すべ き論点ということで 述べ ました各論点につい て
の状況、フォローア ップ について述べており ます 。
まず、
「①料金 プラン、事業者からの情報提 供」と いうことでございま すけ れども、新電力 の料
金プラン、こちらの ほう の平均単価につきまして は、旧一般電気事業 者の ほうの自由料金のプ ラ
ンのほうの単価と比 べま して、相対的な比較 では ありますけれども、低く なってございます。 幾
つかの事業者からは 、電 力使用量の少ない消 費者ですとか、あるいは 節電 協力をした消費者に メ
リットのある料金プ ラン 等も提示されており ます が、プランの大部分 につ きましては、電力の使
用量が多い消費者を 対象 にしたものとなっていま す。それから、北陸 、四 国、沖縄については 、
小売の参入は大都市 に比 べまして、相対的に少な いものとなっている とい うことです。
あ る い は 、 事 業 者 か ら の 電 源 構 成 で す と か Ｃ Ｏ ２ の 排 出 情 報 の 開 示 に つ いて は 、 こ れ は 進 ん で
いるということです が、 割合については半数 を超 えた程度ということ で、 消費者の求めには、 ま
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だ十分に応えられて いる とは言えないということ で、状況を説明して おり ます。
続きまして、「② 『電力 比較サイト』による 情報 提供」でございますけれ ども、こちらのほう 、
多くの消費者がこの比較 サイトの料金シミュ レーションを利用してい るな ど、意思決定におき ま
して重要な役割を果 たし ているということを 指摘 しております。他方、情 報の公平性ですとか 中
立性、それから、比 較サ イトごとのシミュレ ーシ ョンの結果が違うと いっ た点について問題を感
じている消費者もい ると いうことを述べてお りま す。
「③円滑なスイッ チン グ対応等」というこ とで ございます。新電力への 契約先の切替え実績 に
つきましては、こち らの ほう、関東、関西で 件数 が多い一方で、中国 、北 陸では低調というこ と
です。
それから、切替えに際 して、トラブルが発 生し た消費者の割合は比 較的 少なく、スイッチン グ
につきましては、お おむ ね円滑に進められて いる ものと考えられてい ると いうことで述べてご ざ
います。
「④消費者相談へ の対 応、相談対応への体 制整 備」ということですけれ ども、消費生活セン タ
ーに寄せられている 相談 につきましては、昨 年４ 月前後をピークとし て漸 減傾向にございます 。
ただ、こちらですけ れど も、昨年４月の自由 化開 始前は、電力小売自 由化 の制度自体に関する相
談も見られましたが 、４ 月以降につきまして は、中身につきましては 、勧 誘ですとか契約に関 す
る相談が多いという 状況 になってございます 。
「⑤電力小売自由 化の 消費者へのわかりや すい 周知等」ということ です けれども、自由化に 関
する基本的事項の認 知に つきましては、切替 えを されていない消費者 の方 の認知度が、切替えを
実際にされた方と実 際に 比較すると大きく下 回っ ている状況、こうい った ことがあるというこ と
も指摘してございま す。
これらを踏まえま して、
「２．追加 的に注視すべき 論点」というこ とで、以下でございますけれ
ども、３点ほど追加 的にという形で指摘をさ せて いただきました。
まず１点目でござ いま すけれども、
「自由化に関 する認知度の更なる向上、消費者相談の動向の
分析」ということで 指摘 してございます。
中身といたしまし ては 、地域、年齢層、イ ンタ ーネットの利用頻度 等に よって情報格差が存 在
するということを踏 まえ まして、経済産業省 、消 費者庁等は、電力自 由化 について、基本的な 考
え方などの認知をよ り一 層広めるために、周 知活 動を強化していくこ とが 必要であると。その際
ですけれども、高齢 者層には、インターネッ ト以 外のメディアも活用 した周知も有効と考えら れ
るということで述べ てご ざいます。
その次のパラです けれ ども、今後ですが、 新料 金プランからの更な る乗 換えも予想されるこ と
から、契約解除に伴 う消 費者相談の増加につ いて は、注意深く見守る 必要 があるということも 付
言してございます。
追加の２点目でご ざい ますけれども、「競争 の更 なる促進」というこ とも 指摘してございます。
２パラ目ですけれ ども 、新規参入が少ない地方 に向けて、自由化の メリ ットを享受できるよ う
にするために、卸 電力取引 の活性化等の新規参 入拡 大のための競争促進 策を 進めるということで、
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それらを通じて消費 者の選択肢を拡大させる必要 があるということを 述べ てございます。
最後のパラでござ いま すけれども、なお、 今後 の経過措置料金規制 の解 除については、その と
きの事業者の競争状 況を見極めて判断するこ とと されており、慎重な 検討 が必要であるという こ
とも添えてございま す。
注視すべき論点の 追加 のところの３点目で ござ います。
「電力比較サイト の信頼性向上」という
ことで、こちらにつ きま しては、昨年５月の 「注 視すべき論点」でも 提起 いたしました運営事 業
者間の共通の倫理基 準の策定ですとか、比較サイ トの公正性や中立性 等を 認証する公的な仕組 み
の必要性の検討も含 め、 信頼性の一層の向上 を図 る取組が重要と考え られ るということを述べ て
ございます。
以上が、電力の小 売自 由化のフォローアッ プの 内容となっておりま す。
続きまして、Ⅲの とこ ろ、これ以降は「都 市ガ スの小売自由化等に ついての注視すべき論点」
ということでござい ます 。
まず、総論でござ いま すけれども、都市ガ スの普及率は約５割、そ れか ら、従来は地域独占 と
いうことになってお りま したが、本年４月に 都市 ガスの小売全面自由 化が 行われまして、大都 市
圏では、旧地域電力 会社が中心となっている ので すけれども、新規事 業者 ということで、都市 ガ
ス市場に参入してき まし たが、それ以外の地 域で はＬＮＧの原料調達 など の様々な面で障害が あ
るため、電力の小売 市場 と比べて参入事業者 は少 ない状況となってい ると いうこと、このため 、
３大都市圏以外の地 方を 中心に、経過措置料 金規 制が解除される地域 にお いては、既存の都市 ガ
ス事業者による、い わゆ る「規制なき独占」が発 生するのではないか との 懸念も指摘されてご ざ
いました。
こうした懸念を払 拭す るためにも、都市ガ ス事 業への新規参入者数の拡 大に加えまして、都 市
ガスのほうの代替・ 競合財でもあるＬＰガス市場 、こちらの透明性確 保が 消費者による選択の確
保、それから、充実 のた めに極めて重要であ ると いうことを指摘して ござ います。
この総論を踏まえ まし て、以下ですけれど も、 ４点ということで注 視す べき論点ということ で
整理をさせていただ きま した。
まず１点目でござ いま すけれども、
「都市ガス小 売市場の健全な競争環境 の維持」ということで
ございます。こちら、規 制が解除された供給 区域 におきましては、経 済産 業省が競争状況を注 視
し、それから、各経 済産 業局と密接な連携を 図りつつ、規制解除後の 「特 別な事後監視」を行 う
３年間は当然のこと なが ら、それ以降にお いても各 供給区域の小売価格 の動 向等を注視した上で、
必要に応じて事業者 に対して指導等を行って いく べきであるというこ とを 述べてございます。
規制が残された事 業者 ・地域における今後 の経 過措置の解除につき まし ては、価格の動向等 を
含めて、各種の要素 をき め細かく総合的に勘 案す るとともに、消費者 の意 見、これも踏まえな が
ら、慎重な判断を行 って いく必要があるとい うこ とを述べてございま す。
また、都市ガスの ほう の競合・代替財であ るＬ Ｐガスとの間の公正な競 争環境の保持も、ガ ス
という形で市場を考 えたときには、極めて重 要で あります。資源エネ ルギ ー庁は、公正取引委 員
会ですとか監視等委 員会 等と密接な情報交換 を行 いながら、ガス市場全体 の競争の健全性を確 保
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していく必要がある とい うことを述べてござ いま す。
１点目の（２ ）でござい ますけれども、
「 適正なガ ス取引の確保競争の 促進」ということも述べ
てございます。
１パラ目でござい ます けれども、都市ガスの小 売市場に関しまして は、 原料面でのＬＮＧの 調
達能力が限定的であ るこ と、それから 、熱量調整 設 備の使用が必要であ るということ、それ から、
卸の市場が未発達で ある ということ、ガス機 器等 の保安点検の面でノ ウハ ウが必要である、そ れ
から、営業拠点が必 要だ ということなどから 、電 力の小売市場と比較 して 、都市ガスにつきまし
ては、新規参入事 業者数は限定的であるという こと で考えられるという こと で述べられています。
その上で、３パラ 目で ございますが、経済 産業 省、それから、公正 取引 委員会は、都市ガス の
川上市場において競 争阻 害行為が生じていな いか など、適正なガス取 引指 針に基づきまして、 競
争状況を適切に監視 する とともに、経済産業 省は 、新規参入者数の増 加を 実現できるよう川上 の
ほう、既存のＬＮＧ保管 基地の新規参入者の 利用 の促進ですとか、卸 取引 の活性化等の様々な取
組を図っていくべき であ るということを指摘 して ございます。
注視すべき論点のほう の２点目でございま す。
「消費者への適切かつ わか りやすい情報提供」と
いうことで、（１） といた しまして、「都市ガ ス小売 自由化に関する消費 者へ の丁寧な周知」とい
うことを述べてござ いま す。まず、電力と比 較い たしまして、都市ガ スの ほうの小売自由化に関
しましては、消費者 の認 知度は低いと見られるこ とから、自由化に関 する 基本的事項や、こう い
ったものについて、 経済 産業省、それから、 消費 者庁によりまして、 消費 者に対する丁寧な周 知
が行われる必要があ ると いうことをまず述べ てご ざいます。
２パラ目でござい ますけれども、都市ガス のほ うの代替・競合財で ある ＬＰガスに関しても 、
自由料金であること 、そ れから、価格の透明 性確 保等が求められるこ とを含めて、今般策定さ れ
ましたこちらのＬＰのほ うの取引適正化指針 、こ ちらのほうの内容につい て、消費者への周知が
行われることが求め られ るということも述べ てご ざいます。
「（２ ）セット販売 等に 係る事業者からの情 報提 供」でござい ますけれど も、こちらの ほう、都
市ガスのほうのプラ ンに つきましては、電力とセ ット販売というもの が大 部分を占めてござい ま
す。その結果、契約 の内 容が複雑になるとい うこ とですので、事業者 によ る各サービスの条件 、
例えば契約期間です とか 解除条件につきまし て、 丁寧な説明が行われ るこ とが期待されるとい う
ことを述べてござい ます 。
続きまして、注視すべ き 論点の３点目、
「円滑な ス イッチングの確保」とい う ところでございま
す。
まず「（１）「比較 サイ ト」の公平性・中立 性を 確保するための周辺 環境 の整備」ということ で
ございます。こちら のほ う、電力のほうでも指摘 させていただきまし たよ うに、都市ガスのほ う
の小売市場におきま して も、消費者の選択と いう ことで、比較サイト も重 要でございますので 、
こちらの信頼性を評 価す る仕組みの検討等を 通じ まして、公平性・中 立性 確保のための周辺環 境
を整備することが重 要で あるということをま ず述 べてございます。
「また」以降でご ざい ますけれども、料金 比較 サイトに類するもの とし て、従来から、ＬＰガ
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スにおきましては、消費 者に対しまして、料 金の 比較情報を提供する サー ビスが存在しており ま
すが、こうしたサー ビス につきましては、情 報の 公平性、それから、 中立 性に課題があるとい う
指摘もなされており ます 。ＬＰガスの価格の 透明 性、こちらが不足し てい るということが、こ う
した問題を惹起して いる 面もあるということ です ので、資源エネルギ ー庁 で取引適正化指針に 基
づく監視の強化等を 通じ て、消費者がより的 確にＬＰガスの料金比較 を行 えるようにすること が
重要であるというこ とも 指摘してございます 。
「（２）スイ ッチングを 阻害する取引慣行の排除・透明化」というこ とですけ れども、従来から 、
ＬＰにおきましては 、設 備貸与といったこと が取 引慣行ということでなさ れておりまして、こ ち
らのほうが、都市ガ スの市場においても、小 売自 由化に伴って問題を 生じ させるのではないか と
いう指摘がございま す。
こういった指摘を 踏ま えて、次のページで ござ いますが、賃貸入居 の契 約の段階等におきま し
て、賃貸事業者やガ ス事 業者がサービスの提 供条 件について消費者に 十分 な説明を行うことが、
消費者利益の観点か ら不 可欠であるというこ と、 それから、ＬＰガス の市 場の例に鑑みるに、 関
係省庁により、事業 者等 による消費者への説 明の実施状況等について目配 りがなされることが重
要だということも指 摘し てございます。
「（３）小売事業者と導 管事業者の保安業務 に係 る連携確保の徹底及 び非 対称競争状況の排除 」
でございます。都市 ガス の自由化に伴いまし て、 それまで小売と導管事業 は一体でございまし た
が、担当する事業者が分 離可能になったとい うこ とですので、ガスの 小売 事業者を切り替えた 場
合でも、消費機器の 調査 を行う小売事業者、 それ から、内管保安・緊 急時 対応を担当する導管 事
業者との適切な連携 ・協 力のもと、保安体制が確 実に維持されるよう 、安 全性確保の徹底が不 可
欠であるということ を述 べてございます。
注視すべき論点の 最後、４点目でございますけれ ども、
「消費者相談への 的 確な対応」というこ
とで、都市ガスの小 売自 由化に関する消費生 活セ ンターに寄せられた相談 、こちらについては 、
従前までは、主とし て事 業者の信頼性につい ての 確認等が中心であり まし たが、足元、新規契 約
の勧誘に関しまして 、消 費者への虚偽説明、 それ から、書面不交付等 、問 題の行為があるよう な
トラブルについての 増加 の兆しもあるという 指摘 がございました。
こちらに関しまし ては 、経済産業省は、ガ スの ほうの小売営業指針 、こ ちらを踏まえて、事 業
者に適正な営業活動 や契 約を遵守させる必要 があ るということ、あわ せて 、特定商取引法の規 制
対象として都市ガスサー ビスも加わったこと から 、消費者庁は、クーリン グ・オフの適用等、 消
費者被害の的確な対 応方 法に関して周知を行 うこ とが必要であるとい うこ とを述べております 。
９ページ目の「さ らに 」のところのパラグ ラフでございますけれど も、ＬＰガスに係る消費 者
相談につきましても 、都 市ガスに係る相談と の一 体的な監視が必要である ということも述べて ご
ざいます。資源エネ ルギ ー庁で事業者による 標準 料金の公表ですとか 、料 金の内訳明示など「必
要な」行為を監視す るこ とが必要であるとい うこ とを指摘してござい ます 。
「Ⅳ．その他」と いう ことでございますけ れど も、自由化後の電気 料金、ガス料金の動向に つ
いて、消費者世帯に おけ るエネルギー関連支 出に どのような影響をも たら しているのか、消費 者
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庁を初め関係府省庁で、 いわゆる証拠に基づ く政 策立案の観点からも 、き ちんと物価モニター の
活用も含めて関連す る情 報を収集し、経過措 置料 金の規制解除に関す る議 論等に向けて、機動 的
かつ的確な状況把握を行 っていくべきである とい うことも記入してご ざい ます。
「Ⅴ．引き続きのフォ ローアップの実施」 とい うことで、最後のパ ラグ ラフでございますが 、
公共料金等専門調査 会において、電力、それ から 、都市ガスの小売自 由化 が消費者にもたらす 影
響について引き続き フォ ローアップを行い、必要 に応じて、電力、都 市ガ ス、ＬＰガスの小売 営
業ガイドラインの改 定要 請も含めて、意見表 明等 を行うこととしたい とい うことで結論づけて ご
ざいます。
事務局からの説明 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、ただい ま御 説明に対して、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。
増田委員、どうぞ 。
○増田委員

いろい ろな フォローアップと、 新た な指摘について、あ りが とうございます。

消費生活相談の立 場か らお伝えしたいこと が取 り入れられておりま した ので、その点につい て
は感謝申し上げたい と思 います。
特に８ページの４ のと ころで、消費生活セ ンタ ーに寄せられた相談 とい うことで、御指摘を 頂
いているところです 。
それと同時に、次 のペ ージで、ＬＰガスに 係る 消費生活相談につい ては 、全国において、特 に
関東近県について私 も承 知しているのですけ れど も、古くからの問題 があり ますので、引き続き 、
この点については十 分対 応していただくよう にお 願いしたいと思っており ます。ありがとうご ざ
いました。
○河上委員長
○増田委員

特に 何か 修正とか補足的とい うこ とはよろしいですか 。
強いて 言わ せていただくと、せっかく こういう報告書を作 っていただきましたので、

こういう立派な報告 書ができましたことにつ いて は、広く周知してい ただ くことが非常に重要 で
はないかと思います ので 、よろしくお願いい たし 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

調査会 に参 加させていただいていて 、非常に丁寧にヒア リン グを重ね、現状の問 題

点を浮き彫りにして いた だいていると思いま す。 今後もなかなかスイ ッチ ングが進んでいない と
いうことで、すごく 大き な問題が顕在化して いる というわけではない のか もしれないのですが 、
これから、またガス と電 力が相まっていろい ろな 問題が出てくると思 いま すので、引き続き本 当
に丁寧な議論を重ね てい ただいていること、 また 専門調査会でも是非その 御努力をお願いしたい
と思っています。よ ろし くお願いします。
○河上委員長

ほか には いかがですか。

これはスイッチン グと かこういうことをや って 、全体的としては、少し は安くなっているの で
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すか。
○公共料金等専門調 査会 古城座長
○河上委員長

少しは安 くな っていると思います 。

そう です か。サービスの組合 せの仕方では高くなって しま うということもある の

ですか。
○公共料金等専門調 査会 古城座長

組合せで はな くて、少量の方は上 がるという料金プランも あ

ります。
○河上委員長

少量 の方 といいますと。

○公共料金等専門調 査会 古城座長

少量消費 者の 方です。たくさん使 う方 は下がるのですけれ ど

も、少量の方は上が ると いうプランになって いま すから、もちろんそ れは 少量の方は選ばない で
しょうけれども。
○河上委員長

自分 がど のくらい使うのかをちゃ んと知っていないと駄目 ということですね。

○公共料金等専門調 査会 古城座長

だけれど も、 大量に使う人を下げ ると いう計算方法のプラ ン

を出しますから、そ れを 当てはめると少量の 人は上がってしまう。だ から 、知らないと選んで し
まいますけれども、 多分 皆さん扱わないから 、こ れは要するに、少量 のほ うが有利になるプラ ン
はほとんど出ていな いと いうことですね。
○河上委員長

いか がで すか。電話とインタ ーネ ットとか、いろいろ あって、私などは最近そ の

内訳が全然わからな いよ うになってきているもの ですから、遠目では 下が ったなと思うことが 逆
に多いのですけれど もね 。
何か古城先生のほ うで 、特にここは注意し てほ しいということで強 調し たいところはござい ま
すか。
○公共料金等専門調 査会 古城座長

特にあり ませ んが、全般的で、電 気もまだ１年でガスは始 ま

ったばかりなので、多分 電気はもうちょっと激し く競争するのではな いで しょうか。今、どの 電
力の新規参入者も、競争 して仮に電力会社か ら全 部のお客さんが来る とい っても、供給できる だ
けの電気を持ってい ない のですよ。だから、入り 方も一部のお客さんだけ 取れればいいという 格
好の参入の仕方です けれ ども、もうちょっと 、場 合によっては全部取 りま すよということにな っ
たら、もっとアグレ ッシ ブな営業をするよう にな るので、だんだんそ ちら のほうに条件が整っ て
くるのではないでし ょう か。
○河上委員長

それ は市 場の安定という観点から 問題はないのでしょ うか 。

○公共料金等専門調 査会 古城座長
○河上委員長

安くして いく ということですか。

安く なっ ているうちは安くな るの でしょうけれども、 価格 というのは余り競争 が

激し過ぎると逆に安 定性 を失うこともありま すね 。
○公共料金等専門調 査会 古城座長

ヨーロッ パな どはそういうことはある のですけれども、日 本

の自由化は、まだ、 そういうことから言うと３割 ぐらいですから、５割を 超えて６割というこ と
になってきますと、 その 辺り、慎重に考えな けれ ばいけない問題が出 てき ますけれども、まだ そ
ういうことが出るほ どの レベルではないと思 いま す。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。
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それでは、調査会 から の報告について、委 員会 としての意見案をま とめ たものを配付したい と
思います。よろしく お願 いします。
（意見案配付）
○河上委員長

よろ しい でしょうか。

本文は、
「消 費者委員会 は、本日 、公共料金等 専門 調査会から、本件に関す る報告を受けた 。本
報告で示された論点を踏 まえ、今後、当委員 会に おいては、ガス小売自由 化についてフォロー ア
ップを行うとともに 、電力 小売自由化について も引 き続きフォローアッ プを 行い、必要に応じて 、
意見表明を検討する こと とする。
関係機関におかれ ては、本報告で示された論 点を 参考に、電力及びガ スの小 売自由化に関して、
消費者の利益の擁護及び 増進に向けて、一層の取組 を図ることを期待す る。」こういう文章でござ
いますが、これでよ ろし ゅうございますか。
報告書そのものが非常 に充実した内容があ るも のですから、そちらに委 ねるということで、 本
日の年月日をこれに 入れ た形で、これを消費 者委 員会の意見として発 出し たいと思います。
調査会におかれま しては大変なヒアリング の回 数をやっていただい て、 御苦労をおかけした か
と思いますけれども 、非 常に立派な報告書を作っ ていただきまして、誠に ありがとうございま し
た。
古城座長におかれ 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。
（公共料金等専門調 査会 古城座長退席）

≪４．閉会≫
○河上委員長

本日 の議 題は以上でございま 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 会議につきましては 、日 程が決まり次第、委 員会 ホームページを通じ て

お知らせさせていた だき ます。
また、本日16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、 あり がとうございました 。
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