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（３）その他
（４）閉会

≪１．開会≫
○河上委員長

皆様 、お 忙しいところお集ま り頂 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248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。
それでは、配付資 料の確認をお願いします。
○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か ら

資料３、参考資料１から 参考資料３となって おり ます。
不足がございまし たら、事務局までお申し 出頂 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について≫
○河上委員長

それ では 、早速入りたいと思 いま すが、本日の最初の 議題は「消費者基本計画 工

程表の改定について」と いうものであります 。
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 、それらの検討結果 の
取りまとめを行おう とす る際は、消費者委員 会の 意見を聞かなければなら ないと規定されてお り
ます。
今回の消費者基本計画 の工程表の改定に当 たり ましては、４月11日 の委 員会本会議でヒアリ ン
グを行いまして、成 年年 齢の引下げに対する 対応 、機能性表示食品制 度や 地域の見守りネット ワ
ークについては、個 別に本会議でも扱いました。 このヒアリング結果 や、 これまでに当委員会 に
て行った建議・提言等を 踏まえ、５月23日の 委員 会本会議において、 改定 素案に対する意見を 発
出いたしました。
その後、消費者庁及び 関係省庁におかれま して は、４月から５月に 行っ たパブリックコメン ト
の結果も含めて、こ の改 定素案の修正作業を 行い 、改定原案の作成と なり ました。この改定原 案
につきましては、今 般、 資料１のとおり、内 閣総 理大臣を会長とする 消費 者政策会議より意見 を
求められております ので 、本日は、本改定原 案の 内容について聴取の上、 当委員会としての意見
を取りまとめたいと 思い ます。
本日は、消費者庁 、そ して、文部科学省に おか れましては、お忙し いと ころ御出席を頂きま し
て、誠にありがとう ござ います。
それでは、大変恐 縮で すけれども、素案か らの 変更点を中心に、20分程 度で御説明をお願い い
たします。
○消費者庁河内消費 者政 策課長

消費者政策 課長 でございます。
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お手元にA3横の資 料が 配ってあると思いま す。 ５月23日に消費者委 員会 から頂きました御意 見
を左半分に書いてお ります。それに対する消 費者 庁の回答ということ で右 に書いてございます 。
これに沿って御説明いた します。
まず、回答 の１つ目で ございます。御意見はは しょって説明します が、まず、KPIの見 直し、あ
るいは指標の見直しや追 加設定を検討する。目標 の数値等についても 、不 断の見直しを図られ た
いということ。
あと、工程表の図につ いてでございますが 、可 能な限り具体的な取 組に 分けた上で、当該具 体
的な取組ごとに期限 を明 確に設定した上で図 示さ れたいということで 、２ 点御意見を頂いてお り
ます。
これに対する回答でご ざいますが、ま ず１点目で ございます。KPIについて は、可能な限り 、施
策の実施状況・効果 をよ り適切に把握できる よう、例えば、広報資料 の作 成・配布部数や説明 会
の開催回数等ではな く、 周知率や理解率など を設 定すること等を基本的な 考え方として、改定 に
当たっても可能な見 直し を行ったところです。今 後とも、継続的に見 直し に努めますというこ と
で、必ずしもそのと おり になっていないとこ ろも ございますので、こ こは 引き続きやってまい り
ますということでご ざい ます。
２点目の帯表の点 でご ざいます。工程表の帯表 については、可能な 限り 、具体的な取組に分 け
て取組時期を具体的 に示 すことを基本的考え方と し、改定に当たり、 各省 庁にそのような観点 か
らの見直し検討を要 請していたところです。 今後 とも、改定の際には 可能な見直しを行うよう 努
めます。工程表47ペ ージ の２（３）①の帯表 「栄 養成分表示等の活用 に向 けた消費者教育等」に
ついては、御指摘頂 いたとおり、徳島での実 証事 業の調査について、帯表 を分割した形で掲載し
ております。
次に、２つ目でご ざい ますが、まず、成年 年齢 の引下げにつきまし ては 、１つ目は成年年齢引
下げに関する施策に つい て、一覧できるよう にさ れたいということ。
さらに、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 をしてもらうよう、 大
学・専門学校等関係 団体 を通じて要請し、か つ、 消費生活センターと 大学 ・専門学校等との被 害
事例を交換するため の枠 組みの構築について工程 表に明記されたい。
さらに、消費生活セン ターの相談窓口の拡 充や 多様な媒体を用いた 広報 の充実について工程 表
に明記されたい。
あと、民法改正を 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、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 に記載できるよう実 施
に向けた準備・検討を進 められたいという御 意見 でございます。
これに対する回答 でご ざいますが、右側で ござ います。まず、一覧 につ きましては、工程表 の
関連部分を集約しま して 、別紙という形で一 覧で きるように追記してござ います。
次に、工程表99ペ ージ の４（２）⑥の帯表 でご ざいますが、この部 分に「大学・専門学校等 に
おける消費者教育の 推進 （取組状況調査と特 色あ る取組事例、先進事 例や 課題等の情報提供及 び
啓発）」と記載しており、協議会と大学・専門学校 等 との連携に事項につ いて の課題についても含
2

まれております。
また、現行の工程 表99ページの４（２）⑥ の帯 表に「大学等におけ る消 費者庁からの依頼等 に
基づく啓発及び情報 提供 を行う」との記載が あり 、教員及び職員に消 費者 教育・啓発の重要性 を
認識し、対応を検討 して もらうことが可能で あり 、今後、消費者庁の 協力 要請に基づき、協力 し
てまいります。
また、工程表108ペー ジ 、４（２）⑤の本文におい て、教育行政と消費者行 政の連携・協働とし
て「取組事例を普及 する とともに、先駆的実 践者 を活用し、地域にお ける 消費者教育を推進する
上での連携・協働に よる 体制作りを促進する 」と 記載しております。
また、消費者教育 全般 については、消費者 教育 推進会議の議論を踏 まえ 、幼児期から高齢期 ま
での各段階に応じて体系 的に行い、学校、地 域、家庭、職場、その他様々 な場において取組を 推
進してまいります。 具体 の推進方策においても検 討を進め、実施主体 と調 整が整ったものから工
程表に盛り込むこと も検 討したいと考えてお りま す。
また、学校や地域 にお ける消費者教育につ いて は、消費者庁と文部 科学 省において連携強化 を
図りながら推進して まい ります。あと、都道 府県知事に対し、消費者 庁長 官から消費者安全確 保
地域協議会の設置促 進を 依頼する文書を発出 して おり、その中で、消 費者 行政部局と学校・教 育
関係部署を含む関係 部署 ・機関との連携促進 につ いても依頼しており ます 。
また、工程表６（２） ⑤の御意見について 、工 程表160ページの６ （２） ⑤の帯表及び165ペ ー
ジの６（２）⑤の本 文を 修正しております。
民法改正を待たず に、直ちに取組を始めら れる 事項については、で きる だけ記載をしており ま
す。今回記載しなか ったも のについても、次期 工程表 に記載できるよう検 討を 進めてまいります。
３つ目でございま すが 、食品表示についての御 意見でございます。 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、ま ず、取組のスケジュール を工 程表の図に明記され た
いということ。加え て、平 成27年に施行された 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 解がどの程度かを示 すデ ータを記載されたい 。ま た、健康食品の表示 ・
広告について、現行 の健 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。
さらに、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 載するとともに、こ れが実効性ある対策であ る
ことを示すためのKPIを設 定されたいという御 意見 でございます。
これについての回 答で 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 関
する取組については 、御 指摘を踏まえ、工程 表の47ページの２（３） ①の帯 表及び50ページの２
（３）①本文に追記 してございます。
また、食品表示の理解 度 のKPIについては、事業 者 への調査は行ってお らず、消費者意向調査と
して行っているため 、工 程表46ページの２（３ ）① の（KPIの現状 ）に消 費者 の理解度として追記
させていただいてお りま す。
健康食品を含めた 食品 の表示・広告につい ては 、工程表51ページの２（ ３）①の本文に「関 係
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機関と連携して監視 を強 化し、法令違反に関 しては 厳正に対処する」と の記述 をしてございます。
その中で、従前以上に 速 やかな監視・指導を行 う ために、既に47ページの ２（３）②の（KPIの現
状）としまして、設 定し ているインターネッ ト広 告等の監視について、対 象件数や内容について
拡充を図り、これも活用 しつつ監視・指導の 強化 に努めてまいります 。工 程表においては、監 視
結果実績として、２ （３）②のKPIに反映する こと としております。
さらに、バランス 文言の広告への掲載でご ざい ますが、バランス文 言を 広告に記載すること を
勧める取組について は、28年度において取組 内容を 含むパンフレットを活用 し、事業者団体を通
じて事業者、約700社に周 知を図っております 。
引き続き、バラン ス文 言を広告に掲載する こと を勧める取組は重要 であ るとの認識のもと、既
に健康食品に係る景 品表 示法等の普及啓発の中で 取り組んでおります 。具 体的には、健康食品 に
係る景品表示法及び 健康 増進法に関する説明 会に おいて、事業者にこ うし た取組を勧めること も
含めた説明を行って いる ところでございます 。実 績については、景品 表示 法の説明会講師派遣 件
数として、工程表の37ペ ージの２（１）②の （KPIの現状）に、平成28年度 は153回と記載して お
ります。
説明会は、景品表示法の 普及啓発のKPI指標と なっ ている説明会の一部 であ ることから、この取
組に関連した新たなKPIの 設定は不要と考えて おり ます。なお、食品表示に関 する説明は、全て景
品表示法の説明会で 行っ ております。
裏でございますが 、御 意見の４つ目でござ いま す。まず、食品表示 につ きまして、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 。
再審査制を更新制 の代 替として機能させる ため の要件見直し等の検 討を 明記されたい。
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、 スケ ジュールを工程表の 図
に明記されたい。
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。
その際、特定保健用食品 の平成28年度買上調 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 いう 御意見でございます 。
それに対する回答 でご ざいますが、平成28年度 特定保健用食品買上 調査 の結果については、 消
費者庁で精査した上 で平 成29年５月17日に公 表し ております。御指摘 を踏 まえ、件数等につい て
工程表50ページの２ （３ ）①の＜実績＞に、 全体 の調査品目の数とそ のう ちの該当品目数が分 か
る記載で追記するこ とといたしております。
また、現行の制度 にお いては、新たな知見 が得 られた場合は再審査をす べきかどうかは検討 し
ますが、内閣府令の 改正後、いまだ新たな知 見が 報告されていないた め、 実態を把握した上で、
必要な見直しを検討 いた します。
さらに、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、御指摘を踏まえ 、
スケジュールを工程 表46ページの２（３）① の帯 表及び49ページの２ （３ ）①の本文に追加す る
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ことといたしており ます 。
保健機能食品制度 全体 に関する適正な運用 につ いては、特定保健用食品 や機能性表示食品な ど
の運用実態に合わせ て対 応をしており、機能 性表 示食品制度における 機能 性関与成分の取扱い 等
に関する検討会報告 書等 を踏まえ、人員体制 の整 備を図るとともに、 業界 団体や研究機関等と 連
携しており、引き続 き体 制整備に努めてまい りま す。
御指摘の行政処分 の判 断基準の明確化及び 透明 化については、健康 増進 法第28条において、 特
別用途表示の許可の 取消 しに該当する事項が 行政 処分の判断基準とし て規 定されています。また、
実際には、悪質性が 認め られるか否かに重点 を置 きつつ、個別の事情 を踏 まえた上で、当該規 定
に該当するか総合的 に判 断することとしてお りま す。
消費者視点に立っ た情 報提供の在り方につ いて は、実態を把握した 上で 、必要な見直しを検 討
いたします。
５つ目でございま すが 、食品表示につきま して、機能性表示食品制 度の 施行後２年がたった こ
とから、改善に向け た見 直しを行うことを明 記さ れたい。あわせて、工程 表の図に記載されて い
る「食品の機能性等を表 示 する制度改正の要否 の検 討【消費者庁】」の部分も 修正されたいという
御意見でございます 。
これについての回 答で ございますが、機能 性表 示食品制度の見直し については、御意見を踏 ま
え、工程表49ページの２ （３）①の本文に「平成29年度に施行後２年 間の施 行状況について検証
し、その状況を踏ま えた 上で必要な見直し等 につ いて検討する」と追 記し てございます。
また、工程表の図 につ きましては、既に記 載さ れております工程表46ペ ージの２（３）①の 帯
表「施行状況の把握 を行 い、必要に応じて制 度の 見直しを実施」で読 むこ とができると考えて お
ります。
次、最後の御意見、地 域の見守りネットワ ーク の構築についてでご ざい ます。地域の見守り ネ
ットワークの設置状 況が 非常に低調であると いう ことで、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。
また、消費者安全 確保 地域協議会の設立や 運営 に関してガイドライ ンに 記載されている事項 に
ついて、自治体がそ の全 てを必要事項と捉え るこ とにより、設置に対 する負担感がもたらされ て
いる可能性があると いう ことから、こうした 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 重要であり、そのた めの 取組について工程表 に明 記されたいという御 意
見でございます。
これに対する回答 でご ざいますが、御意 見を踏ま え、工程表163ペ ージの６（２）②の本 文に「平
成28年４月１日の改 正消 費者安全法の施行を 踏ま えて、地方公共団体 にお ける消費者安全確保地
域協議会の設置促進 に向 け、引き続き地方公 共団 体等に対し、消費者 安全 確保地域協議会設置 の
意義や既存の他分野 の地 域ネットワークとの 一体 的運営を含む関係部 署間 の庁内連携について説
明会や通知等で呼び 掛けるとともに」と追記 することとしております 。
なお、平成29年４ 月24日付けで消費者庁長 官か ら都道府県知事宛て に、消費者安全確保地域 協
議会の設置の意義や 、消 費者行政担当部署と 福祉 関係、医療・保健関 係、警察・司法関係及び学
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校・教育関係等の関 係部 署間の庁内連携及び庁外 の関係機関との連携 を一 層推進していただく こ
とを依頼する文書を発出 するなど、実効的な 見守 りネットワークの構 築が 図られるよう努めて い
ますということでご ざい まして、以上、消費 者委 員会から頂きました 意見 についての消費者庁 の
回答として御説明い たし ました。
消費者庁からの説 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 御説明の内容につい て、 質問、意見のある方 は、発言をお願いいたし ま
す。いかがでしょう か。
池本委員長代理、どう ぞ。
○池本委員長代理

御説 明ありがとうござい ます 。

工程表への反映事 項で 、新たな食品表示制 度の 円滑な施行というと ころ に関連して、機能性 表
示食品の見直しを、 平成29年度に実施状況を 検討し 、必要な見直しにつ いて 検討するということ
を追記していただい たと いう御説明を頂きま した 。こちらで意見を申 し上 げたところをきちん と
受けとめていただいて有 り難いと思いますが 、こ れは消費者全般にも 非常 に関心のあるところ も
でもあります。特に、実 施状況の検討あるい は制 度についての必要な 見直 しということが、具 体
的にはどういうスケ ジュ ール感で、例えば何 か検 討会を設けるなりし てや っていくのか、その あ
たりのイメージが現 時点 で分かっている範囲内で 御説明頂ければ有り 難いと思います。
○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

消費者庁 の食 品表示企画課長でご ざい ます。

先ほど池本委員長 代理 から、機能性表示食 品の見 直しについての御質 問が ございました。まず 、
具体的なスケジュー ル感 でございます。平成27年 ４月に制度が施行さ れま して、２年間がたち ま
したので、我々とし ても 今の実施状況をきち んと押さえた上で、どのよう な見直しをする必要 が
あるのかないのか、 する 必要があるのであれ ばど ういうアプローチで検討 すべきかを、まずは ゼ
ロベースで考えると いうのが、今の考えでご ざい ます。その意味では 、具 体的なスケジュールな
り、具体的な検討の 場に ついて定まった考え があ るものではありませ ん。
ただ、機能性表示 食品制度につきましては 、御 承知のとおり、制度 の施 行前に附帯意見を消 費
者委員会から頂いており ます。今年の４月18日に もその時点の状況の 御説 明をさせていただい て
おりますが、いろい ろな 意味で多くの御意見を多 くの委員がお持ちで ござ いますので、まずはそ
のような意見を重く 受け とめて、虚心坦懐(きょし んたんかい)に、ど ういう運用がいいのか、そ
れに今、合っている のか 、そこを検討してい きた いと考えております 。
以上です。
○河上委員長

よろ しい ですか。

ほかにはいかがで しょ うか。
阿久澤委員、どうぞ。
○阿久澤委員

どう も御 説明ありがとうござ いま した。

いろいろと加筆修 正等 していただいてあり ます が、１点お聞きした いの は、体制の整備、こ れ
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はかなり特定保健用食品 関連の場合には今後 重要 なところだと思いま す。引き続き体制整備に 努
めてまいりたいとい うこ とですが、
「業界団体や研 究機関等と連携して おり」ということなのです
けれども、消費者庁御自 身が司令塔として、その 役割をいかにこの体 制整 備に果たしていくか、
具体的にお聞かせ頂 ける と心強いのですけれ ども。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の阿 久澤委員からの御指 摘で ございます。特保に つ

いてだと思います。 引き 続き体制整備ということ を、具体的に消費者 庁が司令塔機能を発揮す る
形でどのように進め てい くのかの点ですが、まず 、これまで消費者委 員会 から、きちんと情報 を
開示することが必要 だと いう御意見を頂いており ます。この点につき まし ては、本文の中にも 書
かせていただいてお りま すけれども、公開情 報の提 供の在り方など、運 用の見 直しという中では、
医薬基盤・健康・栄 養研 究所というところが ござ います。そこでいろ いろ な情報を持っており ま
すので、それは特保 制度 を所管している消費 者庁 が中心となって、あ るべ き情報開示というも の
を、よくこの医薬基 盤・ 健康・栄養研究所と も話 もさせていただきな がら 、充実に向けた体制 整
備を進めていきたい と思 っております。
それ以外、特保に つき ましては、特に厚生 労働 省といろいろな形で 密に 連絡を取っています 。
制度的にも、最後、消費 者庁長官が許可をす るに 先立って法定協議を 厚労 大臣にすることとし て
おります。その意味では 従前からやっている こと ではありますけれど も、安全を所管している 厚
生労働省とは、シス テマティックな形という より も、ふだんの仕事ぶ りの中身が問われるとい う
ことだと思っており ます が、そういう観点で は、 よく相談もさせてい ただ きつつ、あと、御承 知
のとおり、この安全 性・有効性の審査に当た りま しては、消費者庁か らこ の消費者委員会及び 食
品安全委員会にもい ろい ろお知恵を頂いて、 その 結果を踏まえて許可 をし ておるというところ で
ございます。
これも言い尽くさ れているところではござ いま すけれども、いろい ろな 意味で、そういう形 の
ネットワークの中で 、我 々としてもよく情報共有 をさせていただいて 、結 果として、特保制度 が
透明性を持って公正 な運 用をされているとい うこ とをもって、そうい う各 省連携、いろいろな関
係機関との連携がう まく いっているという一 つの証左だと思っており ます。正にそういう気持 ち
を持って、今後とも関係 の機関とはよく意思 疎通を図りながら、正に制度 を所管しているのは 消
費者庁でございますので 、司令塔機能の名に 恥じ ぬようないろいろな 取組 をしてまいりたいと 考
えております。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
長田委員、どうぞ 。
○長田委員

御確認 なの ですが、47ペー ジの（KPIの現状）に「食品表示制度 に関する消費者の理

解度は、43.2％」と 書き 入れていただいてい るの ですが、これはどういう 対象をどう調査して こ
の数字が出てきたの かを 教えてください。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

ただいま の長 田委員からの御質問 でご ざいます。この資料 の

47ページに（KPIの現状 ）ということで「食品表示 制度に関する消費者 の理 解度は、43.2％」と追
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記しております。こ の根 拠でございますが、 平成28年度に消費者意向調査を 消費者庁でいたしま
した。一般の消費者相手 に 、webでいろいろなこと に ついて御質問をして、回 答を頂いたものを整
理したものでござい ます。その消費者意向調 査の中で、様々な表示に 関す る設問が22問ござい ま
した。それぞれにつ いて 、正しい選択肢を選 んだ方の割合の平均値と して 、この43.2％という数
字を出しております 。具 体的に、どのような 質問 項目があったのかに つき ましては、例えば保 存
方法、期限表示、原 材料、添加物、アレルギ ー表 示、固有記号、それ から保健機能食品という こ
とで、特保や機能性 表示 食品、全般的に網羅 して おります。その全部 で22の設問に対して、正 し
く理解頂いた方々の 回答 の平均値ということ でご ざいます。
○河上委員長

よろ しい ですか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

その調 査を したというのが、こ の基 本計画の中の実績の 中に はどこかに載ってい 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 の御 質問でございます。 これ は今、47ページのス ケ

ジュール表のところ には入っておりますが、 対応 する文章で言います と、50ページ以下になる の
でしょうか。そこに記載 がないという趣旨だ と理 解しております。こ の点 につきましては庁内 で
もいろいろ検討した ので すが、最終的には 本文にも 何らかの形でこのKPIの数 字を入れる方向で考
えたいと思っており ます 。とりあえず、そう いう 御回答をさせていた だきます。
○長田委員

つまり 、ま だ今は掲載されてい ない 。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

まだ入っ てお りません。

以上です。
○河上委員長

そう する と、今後、ここに修 正が 入るということにな りま すか。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

検討とい う形 でございますので、 まだ 断言的なことは言え ま

せんが、御指摘を重 く受 けとめて、何とか知 恵を 出したいと思ってお りま すので、その結果、 変
わることはあり得べしだ と御理解頂ければ幸 いだ と思っております。
○河上委員長

最終 的に 提出するまでの間に、内 容が修正されるので すね 。

○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長
○河上委員長

その方向 で考 えたい、検討したい と思 っております。

ほか には 、いかがでしょうか 。

大森委員、どうぞ 。
○大森委員

学校に おけ る消費者教育の推進 のことでお聞きします。 回答のところで「学校や 地

域における消費者教 育に ついては、消費者庁 と文 部科学省において連 携強 化を図りながら推進 し
てまいります」と書 いて いただいているので すけ れども、これは具体 的に どこか帯表などに書 か
れているのでしょう か。
○河上委員長

いか がで すか。

対応する記述はあ るこ とはあるけれども、 今、 場所が見つからない ので すか。それとも、無 い
のですか。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長

恐ら く大森委員から御指 摘を頂いたところという の
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は、帯表で言いますと101ページから102ペー ジの辺 りになるかと思いま す。 この辺りで、学校に
おける消費者教育で ある とか、地域におけ る消費者教育の推進というこ とで 入っておりますので、
それぞれの項目につ いて 、文部科学省さんと我々 で連携をしながら進 めていく。そういう形で 入
れているつもりでご ざい ます。
○大森委員

ありが とう ございます。

時間とか限界があ ると 思うのですけれども 、で きる限り具体的記述 していただけたらと思い ま
す。
あと、学校での消 費者 教育ですけれども、 そち らには、学校で成年 年齢 の引下げに対応したよ
うな消費者教育をす ると いう予定は入らないので しょうか。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長

今、 大森委員からお話のあり ました成年年齢の引 下

げに関する記述につ いて は、101ページの一番上の ところがそれに該当する ところで、具体的には
高等学校における教 材を28年度に作りました ので、 それを活用した消費 者教 育を行ったりとか、
そういったことが含 まれ ているということに なり ます。
○河上委員長

成年 年齢 の引下げに関連して 、高 校だけではなくて、 もう 少し低いところから 消

費者教育が必要では ない かというようなこと を指 摘させていただいて おり ますけれども、これ は
消費者庁が実施主体 では ないからなかなか書 き込 めなかったというこ とで すか。文科省さんの ほ
うでは、この点につ いて は何か御意見がある のか どうか。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協 力課長

この101ページのところに、読み 上げたのは高等学校

だけでございますけ れど も、そのすぐ下のと ころ に、将来的には29年 度な いし30年度以降にな る
と思いますが、小中 学校 も含めた取組という もの も今後進めていくと いう ことで、記載をさせ て
いただいております 。
○河上委員長

もし 文科 省さんのほうで何か 対応 について御発言があ れば 、どうぞ。

○文部科学省生涯学 習政 策局男女共同参画学 習課 担当者

直接成年年 齢引 下げに対応したとい う

ことではないのです けれ ども、小中高等学校 にお ける消費者教育の推 進と いうことで、学習指 導
要領の改訂が行われ まし て、消費者教育の更なる 充実を図ることとさ れて おります。小学校、中
学校につきましては 、本 年３月に告示をされ まし て、小学校では2020年度 から、中学校では2021
年度から全面実施をする 予定でございまして 、消 費者教育の内容につ きまして充実が図られてい
るところでございま す。
高校におきましては、 本年度中に学習指導 要領 が改訂をされまして 、2022年から学年進行と い
う形で全面実施され ると いうことでございま す。 こういった点で、更 に消 費者教育の内容を充 実
しているということ がご ざいますので、その 点に ついて御理解頂けれ ばと 思います。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、どうぞ。
学校で の消 費者教育の推進、学 習指導 要領を変えてという こと は、もう従来から淡 々

と計画的に行われて いる ことだと思うのです けれ ども、今回の成年年 齢引 下げで新たな消費者 教
育が必要になってく る場 合、この中には組み 込ん で頂けない、トピッ クス的にちょっと入れる と
いうスタイルでしょ うか 。私個人的には、若 者に 対する消費者教育と いう のは学校以外では絶 対
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にできないわけです から 、きっちりと学校の 中で 全員が受けられるよ うな形でお願いしたいと思
うのですけれども、 その 辺りは難しいでしょ うか 。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協 力課長

先ほど お話した101ページの 帯表 の部分は、大森委員

が御指摘された趣旨 で書 いているつもりでご ざい まして、要は、この「成年 年齢引下げに向けた」
と最初にタイトルが書い てございますけれど も、 そこから下「高等学 校に おける」という部分 と
「鳴門教育大学への専門 家派遣」とその下に 書い てございますが、こ の一固まりの全体が成年 年
齢の引下げの対応と して 特に新たに取り組むこと としたと、そういう 形で 、成年年齢引下げに 関
する取組の強化の内 容と いうものができるだ け具 体的に書かれていた ほう が良いという御指摘 を
頂いておりましたの で、 そのように細分化さ せて いただいたという理 解を頂ければと思います 。
○河上委員長

これ は【 消費者、文部科学省】と いうのが一番上にあ って 、その下には何もな く

て、鳴門教育大のこと は消 費者庁で、大学のほう が【消費庁、文部科学省】と 書 いてあるのです。
ということは、入っ てい ないところは文科省 さん のほうは実際には対 応さ れることになるのか ど
うかというのがよく分か らないのですが。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長

細分 化して書き加えた部 分に ついては、個々に担 当

省庁は書いてござい ませ んけれども、大くく りの 成年年齢引下げに向 けた 対応ということで、 文
科省さんと我々のほ うが 連携して取り組むと いう 形で担当省庁を記載 して ございますので、そ の
枠で囲われているも のに ついては、少なくと も両 省で連携をして取り 組む と、そういうつもりで
書いているというこ とで ございます。
○河上委員長

文科 省さ んも、そういう理解 でよ ろしいですか。

恐らく、もう成年 年齢 の引下げは非常に近 い段 階で立法がなされる 可能 性が高いので、ある い
は始まる前に、やれ ると ころから教育をやっ てい かないといけないと いう 、かなり喫緊の課題 だ
と委員会では認識し てお りますものですから 、そ の辺りは文科省さん にも問題意識を共有して い
ただければ有り難いと思 います。
ほかにはいかがで しょ うか。
蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

101ペー ジの 数字について説明を頂き たいのですが、消 費者教育 フェスタ参加者の満

足度が非常に高いの です けれども、98.7％、昨年が 95.何％、これはフェス タの満足度としてはも
のすごく高いのです が、 どういうとり方をし たら こういう数字が出てきて いるのか御説明をく だ
さい。
○文部科学省生涯学 習政 策局男女共同参画学 習課 担当者

消費者教育 フェ スタが終わった後に 、

参加者の方からアン ケー トを頂いて、その中 で、今回の消費者教育に つい て内容についてどう だ
ったかというアンケ ート での確認をとりまし て、 その中での満足度と いう ことで、このような 数
字が上がっておりま す。
○蟹瀬委員

もしこ れが本当に効果的なので あれ ば、ずっとたくさん やっ ていただければいいと

いうことなのですが、ど ういう質問、具体的 には必要ないのですけれ ども 、大体どのぐらいの 質
問量があって、何人 ぐら いが答えていらっし ゃる か、そのベースにな る数 字は分かりますでし ょ
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うか。
○文部科学省生涯学 習政 策局男女共同参画学 習課 担当者

すみません 。手 元には持ってこなか っ

たのですけれども、 何回 かやった中では、半 数ぐ らいの回答率だった と思 いますが、内容につ い
てということですと か、 それぞれの例えば講 演の 中身についてですと か、 あるいはディスカッ シ
ョンの中身についてです とか、あとは全体に つい てというような項目 があ ったかと思います。
○蟹瀬委員

すみま せん 。しつこく聞いてお りま したけれども、これ は非 常に効果的であるとい

う判断の数字だと思 いま すので、もしそうである ならば、こういうフ ェス タをたくさんやって い
ただくということも 含め て考えていただくのが大 事かと。こういうよ うに 数字を出されるとい う
ことは、これが何か の影 響を及ぼすというこ とで はないかと考えてい ますので、よろしくお願 い
します。
○文部科学省生涯学 習政 策局男女共同参画学 習課 担当者

ありがとう ござ います。今年度も３回

ぐらいは消費者教育 フェ スタを開催したいと考え ておりまして、今回 の成 年年齢引下げのテー マ
ですとか、若年層の テー マですとか、そうい ったことも取り上げて、 認識 を深めていきたいと 考
えております。今後 とも 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。

増田委員、どうぞ 。
○増田委員

フェス タに 関してですけれども 、こ れは今、基本計画と は直 結しないかとは思う の

ですが、参加されて いる 方たちは消費者教育 に関 係する団体や教員な どが 参加していることが 主
なことではないかと 思い ます。そういう方た ちの満足度とか、一般消費者 の方にもっと周知し て
頂くこと、その方た ちに 啓発するという目的 も必 要かと思いますので 、内 容については、今後更
に御検討頂きたいと 考え ております。
続けて、私のほう からは 地域の見守りネット ワー クの関係なのですけ れど も、確認なのですが 、
御回答頂いた部分に つい ては今後書いていた だく という意味だったの でし ょうか。御回答頂い た
分について、どこに これ を書くのか書かない のか というのがよく分か らなかったものですから、
教えていただければ と思 います。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長

この 回答の中で追記する こと にしたと最初のパラ グ

ラフに書いてござい ますけれども、具体的には、こ の資料で言いますと、166ページのところに追
記した部分を下線で 引っ 張ってございますが 、そ の部分に書かせてい ただ いているということ で
す。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、どうぞ。
こちら に出 されているページ数とこ こに載っているペー ジは 違うのですね。かなり

違います。
○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長
○蟹瀬委員

ずれ ているところもござ いま す。

８割違 いま すので、説明をなさ ると きに両方見ながら聞 いて おりますので、今の よ

うな質問になって無 駄だ と思いますので、で きま したら的確にそこの ペー ジを書いていただけ れ
ばやりやすいかと思 いま す。よろしくお願い しま す。
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○消費者庁金子消費 者教 育・地方協力課長
○河上委員長

申し 訳ございません。

資料 のプ リントアウトの仕方 で、 前にプリントアウトした ものが２ページほど ず

れているのですね。
○蟹瀬委員
○河上委員長

ですか ら、 今、頂いているもの とち ょっと違いますね。
ほか には いかがでしょうか。

長田委員、どうぞ 。
○長田委員

たくさ んの パブリックコメントの意 見、皆さんから出て いま す。これは意見だけ を

原文ママということ でまとめてくださってい るの ですが、これらにつ いて 、こう修正しました と
か、しませんでした と、 よく省庁で出してい るパ ブリックコメントの回答 のようなものを出す 予
定はおありですか。
○消費者庁河内消費 者政 策課長

通常の他省 庁が やっているのと同じ よう に、頂いた意見につ い

ての回答というもの を全 部ホームページ上に掲載 することにしており ます 。
○長田委員

この中 で、主 に修正をしましたと いう ものがもしございま したら、御紹介ください 。

○消費者庁河内消費 者政 策課長
○長田委員
○河上委員長

今、この中 から 拾うのは困難なので 、後 で示させてください 。

はい。結構 です。
例え ば、 拝見していたら、パ ブコ メの中に、多重債務 者の 問題として銀行のロ ー

ンとか銀行カードに よる 貸付けの問題が上が っていて、この工程表の 中に は書いていないのだけ
れども、検討すると いう ことは書いてもらえ ない のかというのを複数 見ま したけれども、それ は
結局書かれてはいな いと いうことですね。そ れと も、書かれたわけで すか 。ざっと見ていた感 じ
では分からなかった ので すが。多重債務のと ころというのは確かに幾 つかあるのです。細かい と
ころまで今すぐに御 返答 頂くというのはお気 の毒 なのですけれども。
○消費者庁河内消費 者政 策課長
○河上委員長

別途回答さ せて いただきます。今、把握 できておりません。

こう いう 言葉の中でも含んで 考え られるからというよ うに 考えて修正しなかっ た

とか、幾つかパター ンが あるのだろうと思い ます ので、例があればい いか と思って申し上げた の
ですが、別の機会で結構 です。
○消費者庁河内消費 者政 策課長

頂いた意見 は全 てについて、もちろ ん意 見を踏まえて修正し た

ものについてはこう修正 しましたと言います し、修正できないものに つい ては、こうこうこうい
う理由でと、どこま で言 うのかは問いによる でしょうけれども、一定 の説 明はすることにして ご
ざいます。
○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 全体のパブコメにつ いて の回答はホームペー ジに 掲載されるというこ と

ですが、大体いつ頃お出 し頂けそうですか。
○消費者庁河内消費 者政 策課長

日程は未定 なの ですが、これ自体は消費 者政策会議の中で決 定

することになってい ます ので、大体その時期 に合 わせてオープンにす る予 定でございます。６月
下旬ぐらいを考えており ます。
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○河上委員長

ほか にご ざいますか。

大森委員、どうぞ 。
○大森委員

工程表 全体 の感想というか、今 後の 希望なのですけれど も、 私自身、消費者教育 を

やっている者として 言う のは変なのですが、だん だん高齢化社会も進 んで きますし、外国の方 も
日本に住む方も多いし、 知的障害のある方も 社会 に参画していくとい うと ころで、教育という よ
りは、制度である程 度分 かりやすいとか、見 ただ けで分かるとか、も う少 し消費者に優しい運 用
の仕方を考えていた だけ たらなと思います。
○河上委員長

一般 的な 御要望ということで 、よ ろしいですね。

ほか、よろしいで しょ うか。
私からも１点ござ いま す。実は食品表示の問題 でございます。前の 委員 会本会議ヒアリング を
した際に、いろいろ な意 見が随分出ました。先般 の買上調査の結果に つい ての報道機関に対す る
公表の仕方であると か、 その後の行政的な対 応等 について、若干不十 分な 点があるのではないか
が問題でした。その 際に 、意見として申し上 げさ せていただいたので すけ れども、こうした買 上
調査をした場合に、違反 事例が出たときの公 表の基準であるとか、あ るい は、違反に対する対 応
のときの対応の判断 基準 といったようなもの につ いて、透明度を高め るた めにもきちんと検討す
る必要があるのでは ない かということを申し 上げ ました。特に、違反事例 が出たときの販売量 で
あるとか、販売期間 であ るとか、場合によっ ては 、違反状況の詳細等 につ いて、きちんとプレ ス
リリースをするとき には併せて開示するとい うこ とが必要ではないかとい うことで、その点に つ
いての検討を強く要 求し た記憶がございます 。
それに対してですけれ ども、今般のこの基 本計 画の工程表の中には 、そ のことについて、確 か
にそういう問題があ った のでという書きぶり で書 き足した部分はある ので すけれども、判断基 準
を明確化するとか公 表基 準を明確化するとい う部 分については、触れ てお られないように見受 け
ました。この辺りに つい ての何か御説明を頂 けれ ばと思うのですが、 いか がですか。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

食品表示企画 課でございます。

ただいまの河上委 員長からの御指摘でござ いま す。特保のいろいろ な見 直しにつきましては 、
お手元のこの工程表 の50ページに書いており ます 。なお書き以下のと ころ にありますように、 許
可後の事後チェック を実 効性のあるものとし 、適 切かつ透明性のある 運用 を担保ということで 、
これは従前から再審 査制 とか更新制の在り方 の中 で、我々としては、 再審 査制にまず立って、 そ
れがきちんとなされ ない と更新制という議論 も当 然出てきますので、 まず それをチェックする。
これを大きな問題意 識と して書いております 。
その後に、買上調 査の 実施、製品に係る公 開情 報の提供の在り方「 など 」と書かせていただ い
て、運用全般、これ は見 直しを行ってフォロ ーア ップを行うという整 理にさせていただいてお り
ます。
先ほどの委員長の お話 につきまして、先日 、確 か５月23日だったと 思い ます。特保の買上調 査
の結果について当方から 御説明させていただ いた際に、消費者への情 報提 供の在り方、報道機 関
対応、あと、内規と して許可の取消しをする 場合 の基準についてきち んとルール立てをすべき と
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いう御指摘を頂いており ました。そのときに 、こ ちらからも、そのと おり だと思っている、問 題
意識は共有させてい ただ いていると御説明し まし た。それで、まずはこの 今の制度は、許可後 の
事後チェックをいか にう まく、ワークさせる かと いうことで、それが でき なければ、更新制に な
るということもよく承知 をしています。そう いう 観点から、いろいろ な運 用の見直しというこ と
で、例示としては「買上 調査の実施」と書か せていただいた中に、そ の買 上調査の結果として 、
消費者なり報道機関 にど ういう対応をするの かと いうことも入ってお りま す。
あと「など」のよ うな言葉もございます。 それ については先日も、実は 許可の取消しもまだ１
回６件しかない。一 度にやったものです。い ろい ろな運用の蓄積の中 で、 きちんと透明性ある 行
政という観点から一 定の クライテリアを作る べき という点については 、こ のいろいろな見直し の
中でそれも射程に入 れる 形でやっていく。や るだ けではなくて、適宜 取組 状況のフォローアッ プ
を行ってPDCAサイク ルの 中でやっていくのだ と御説明しました。
あくまで、これは 繰り 返しになります。許 可後 の事後チェックを実 効あ るものにするというこ
とですから、その意 味で 不十分だと言われた ら、 次のステップという 議論 もこれまで消費者委 員
会で頂いているのは よく承知しています。そ の意 味では、言葉として は鋭 角的なエッジの効い た
形では出ていないか もし れませんが、これま でのいろいろな建議や意 見書など、委員から頂い た
御意見を踏まえて、 我々 としては、ここに書 いて おるような形できち んと 受けとめて対応して い
くと。こういう理解 をし ていただければ幸い でご ざいます。
○河上委員長

やは りエ ッジを効かせてほし いの です。曖昧な状態で いっ て、総合判断をする と

いうことをやってお りま すと、事業者の間で の不 公平感といいますか 、こ ういうときに自分は 処
分を受けた、しかし 、他 方は行政指導で終わ った とか、何も言われな かっ た。自分の言うこと を
よく聞く事業者には 将来 のことも考えて何も しな いなどということが あっ たら不公平だと感ず る
だろうと思うのです。
消費者のほうも、 せっ かく買上調査をして一定 の違反事例が出てき たと いうときに、一体そ れ
がどういう商品でど のく らいの期間、どうい う販 売をしたのかという よう なことについての情 報
をいち早く知りたい とい う気持ちだろうと思 うの です。ですから、も うち ょっと消費者に寄り 添
って、情報提供をするぞと いうことについて、その「 など」の中にこれを是非入 れていただいて、
本当は明文で入れて いた だくほうがいるので すけ れども、
「など」にはそう いうものが含まれて い
ますというぐらいの こと は、ここで明言して いた だくとうれしいので すが 。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長

御指摘 、ごもっ ともです。
「など」につい ては、いろいろ あり

ます関係で「など」 と書 いていますが、当然 これ までの議論を我々と して も踏まえて、我々も な
るほどと受けとめている 御指摘についてはき ちん とやらせていただく というお話をその都度さ せ
ていただいています 。正に今の委員長のお言 葉の とおり、ここに頭出 しを しているものだけに 限
らず、過去の議論の 中で 、結局この制度をい かにより良いものにして 、い かに消費者の信頼を 高
めていくのかという のが原点だと思っており ます ので、それに係わるもの は幅広く「など」で 読
むということで、そ こは 今からそういう形で 我々 としては対応させて いた だきます。決意表明と
いう形でお話をさせ てい ただきます。
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○河上委員長

確か に承 りました。どうもあ りが とうございました。

ほかにはいかがで しょ うか。
蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

決意表 明、ありがとうございま す。

今、担当なさっていら っ しゃる赤崎課長が決 意表 明をなさって、次の世代 に行ったときに、
「な
ど」が分からな くなると思 うのです。です から、あ る 意味で付録としてで も何 でもいいのですが、
この「など」にはこ うい うことが含まれてい ます ということが、ちゃ んと 伝言として残ってい く
というか、遺言 として残っ ていく。
『遺書 』ではない ですけれども、森元首相の本ではありません
が、やはりどんどん皆さ ん上に上がっていか れた り、部署が変わられ たり して、ひとりで残っ て
いくというのが、この書か れたものだと思うの です。ですから、いろいろな とこ ろに「など」
「等」
と書かれていますの で、 決意表明を是非きち んと 残していただくとい うこ とが大事かと思いま す
ので、よろしくお願 いい たします。
○消費者庁赤崎食品 表示 企画課長
○河上委員長

分かりま した 。

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、今の議 論を踏まえながら、今回 記載 できなかった事項に つい ては、次期工程表には
記載できるよう検討 を進 めていただければと思い ますし、そうでない 場合 にも、この工程表の意
味内容として、確認 事項というものをきちん と明 確にしていっていた だきたい。
特に成年年齢引下 げ対 応については、率直 に申 し上げて危機感が不 足し ているのではないか と
思われますので、消 費者 庁が消費者政策の司 令塔役としてリーダーシ ップをとって、文部科学 省
と連携しながら積極 的に取り組んで頂きたい と思 います。
また、保健用食品の保 健機能食品全体に対 する 制度を適正に運用す るた めの体制強化や、特 定
保健用食品の関与成 分が 規定量に満たない製 品が見付かったような場 合の 対応ルールの策定に つ
いても、直ちにとい うの は難しいということ は分 かりますけれども、 現実 に問題がある事例が見
付かっていることも ござ いますし、制度を所 管す る消費者庁の信頼に も関 わると思いますので 、
是非きちんと取り組 んで いただければと思う とこ ろでございます。
では、この消費者 基本 計画工程表の改定原 案に ついて、委員会とし ての答申案をまとめてい き
たいと思います。
（答申案配付）
○河上委員長

改定 原案 、最初は余り修正は ない のかなと思って、こ れで 結構ですという原案 を

作っておりました。「平成 29年６月６日付け消 政策 第353号をもって当 委員会 に意見を求めた『消
費者基本計画』
（平成27年 ３月24日閣議決定）に基 づ く工程表の改定案に つい ては、消費者基本法
の趣旨に鑑み妥当で あり、その旨回答する」、そうい う原案であります。ただ、本日皆様から出た
意見、それに対する 消費 者庁とのお話を踏ま えま して、若干の修正が 行わ れる可能性があると い
うことを、今、伺っ たと ころでございますの で、消費者庁による修正 内容 を確認させていただ い
た上で、答申を発出 させ ていただいてよろし いで しょうか。（「異議な し」 の声）
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それでは、答申の 内容 については基本的に 御了 解を頂いたというこ とで 、私のほうで消費者 庁
における修正内容、 これ を確認させていただ いた 上でこのような形で 答申を発出したいと思い ま
すので、よろしくお 願い いたします。
消費者庁並びに文 部科 学省におかれまして は、 お忙しいところ審議 に御 協力頂きまして、誠 に
ありがとうございま した 。
（消費者庁、文部科 学省退席）

≪３．その他≫
○河上委員長

次に 、議 題「その他」といた しま して、新開発食品調 査部 会から報告事項がご 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 、特定保健用食品の表示 許可に係る答申につ いて 、御報告いたします 。

平成29年３月24日 に開 催した第39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 、５月24日付けで内 閣
総理大臣へ答申を行 いま した。
参考資料２の答申 書を ごらんください。内 閣総 理大臣より諮問を受 けて 、第39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、特定保健 用食 品として認めること と
いたしました。
私からの報告は以 上と なります。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

これは私の同意で そのまま委員会の決定と いう ことになりますので 、御 報告を頂いたという こ
とで終わりにしたい と思 います。

≪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。
なお、この後委員 間打 合せを行いますので 、委 員の皆様方は、委員 室の ほうへお集まりくだ さ
い。
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。お 忙しいところお集ま り

いただきまして、あ りが とうございました。
委員間打合せは15分か らということにした いと 思いますので、後で 委員 会室にお集まりくだ さ
い。
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