≪１．開会≫
○河上委員長

どう もお 待たせいたしました 。

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252回本会 議」 を開催いたします。
本日は長田委員、増田 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１－１ か

ら資料２－５となっ てお ります。参考資料も一部 ついているというこ とに 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．消費者行政における執行力の充実について≫
○河上委員長

本日、最 初 の議題ですけれども、
「 消 費者行政における執 行力 の充実について」と

いうテーマでござい ます 。
我が国の消費者行 政に おける執行業務につきま しては、特定商取引 法を 初めとして、景品表 示
法、健康増進法、食 品表 示法、消費者安全法等に 基づくもの、様々にござ いまして、いずれの執
行業務も重要ではご ざい ますけれども、当委 員会 といたしましては、地方 消費者行政における 特
定商取引法を中心と した 執行力を高めるための方 策について注目いたしま して、調査を実施し て
きたわけでございま す。
本日は、まず本件 につ いての調査を開始し た背 景や、当委員会の問 題意 識等について、中原委
員から御説明をいた だき たいと思います。
中原委員、よろし くお 願いいたします。
○中原委員

それで は、 担当委員としまして 、私 から本件に係る問題意識 や調査の背景等につ い

て御説明いたします 。
近年、社会経済の 構造 変化に伴って、消費 者被 害は複雑化・多様化して おり、消費生活相談 件
数は依然として高水 準で 推移しています。
中でも、特定商取 引に関する法律、以下「特商 法」と申し上げます が、この特商法関連の苦 情
や相談は、消費者か ら寄 せられる苦情・相談 の総 件数の約半数を占め てお り、その件数もここ 数
年の間、横ばいとなって います。
消費者被害の削減・防 止のためには、消費 者に対する注意喚起や消 費者 啓発により消費者自 身
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が被害を未然防止で きる力を持つことや、消 費者 安全確保地域協議会等の 取組により被害に遭 う
リスクの高い消費者 を地 域で見守ることが重 要で あり、国及び地方公 共団 体において取り組ん で
いるところです。し かし 、違法な事業活動を 繰り 返す悪質事業者によ る消 費者被害を防止し、取
引の公正さを確保す るた めには、法制度の整 備と 適切な執行権限の行 使、 すなわち、制度面と 執
行面との両面により 対応 することが必要です 。
制度面においては 、直 近10年間で３度の法 改正を行っており、その中で 、悪質事業者への対 応
措置が様々な形で盛 り込 まれましたが、現状では 、特商法関連の苦情 ・相 談件数を大きく減少 さ
せるには至っており ませ ん。
他方、執行面にお いて は、ここ数年、行政 処分 の件数が減少してお りま す。
その背景には、事 業者 の手口が複雑化・巧 妙化 していること、被害 者の 高齢化等により、違 反
認定のための証拠確 保が 困難になっているこ と、 行政処分に対する訴 訟リ スクの高まりを視野 に
入れた対応も必要と なっ ていることなどから 、執 行業務の困難さが増 して いることがあると見 ら
れます。
特商法の執行業務 につ いては、国、すなわ ち消 費者庁長官や各地方 経済 産業局長だけでなく 、
都道府県知事にもそ の権 限が付与されていま す。 都道府県における執 行に ついては一定の成果 を
上げているものの、 執行 業務を担う消費者行 政担 当職員数は近年減少 傾向 にあり、国のみなら ず
都道府県においても 執行 力充実の必要性は高 いと 言えます。
消費者行政におけ る執 行業務については、 先ほど委員長からも発言 があ りましたとおり、特 商
法のほかにも様々な もの があり、いずれの執 行業 務も重要ですが、当委員 会は、以上の状況を 踏
まえ、ここでは、地 方消 費者行政における特 商法 の執行力を高めるた めの 方策に着目し、調査 を
実施してまいりまし た。
調査においては、 事務 局による有識者への ヒア リングのほか、担当 委員 を中心として、関係 行
政機関や都道府県へ のヒ アリングを行いまし た。 ヒアリングを行わな かっ た都道府県について は
アンケート調査を実 施し 、全都道府県の実態 把握 を行いました。
これらのヒアリン グや アンケートについて は、 執行事務の適切な遂 行に 支障が生じないよう に
との配慮から、これ まで 非公開で実施してま いり ました。
これまでに行った 調査 ・審議結果を踏まえ 、論 点整理を行いました ので 、この後事務局より 御
説明させていただき ます 。
○友行企画官

それ では 、引き続きまして事 務局 から御説明させてい ただ きます。

資料は資料１－２ と、 適宜資料１－１を御 参照 いただけますでしょ うか 。
まず、資料１－２ に沿 いまして御説明させ てい ただきます。ヒアリ ング等の結果を踏まえま し
て、課題を大き く３つに整 理しております 。一つ目が、執行体制の充 実に係るこ とでございます。
二つ目が、手口が複 雑化・巧妙化するなどの 悪質 事業者への対応でご ざい ます。三つ目が、国 と
都道府県の連携と役 割分 担をどうしていくかとい うことでございます 。お 手元の論点整理案は 、
それぞれの課題への 対応 策、課題解決策とな り得 るものを挙げております 。
最初の「１

執行 体制 に係る課題への対応」と いうことでございま すが 、地方の行政職員の 数
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を大きく増やすこと が難 しいという中で、そ れで は、今いる職員が執 行に 向けて十分に動いてい
くためには、どのよ うな 方策がとれるか。
そういった観点か ら、
（ １）としまし て、執行 ノウ ハウの整備や共有 が 大 事 で は な い か。整 備 ・
共有していくべき論 点と しては、法令解 釈に係るこ とですとか、調 査手続、訴 訟リスクへの対応、
特商法の適用対象外の事 案への他法令による 処分 の可能性などが考え られ ると整理しておりま す。
次のところでは、警 察関 係者等の専門性を有 する 非常勤職員との関与の拡 大ということでござ い
ます。
（３ ）といたし まし ては、行政だ けではなく 、官民連携による執行 体制 の充実、専門 人材と
の連携という点でご ざい ます。具体的には、 弁護 士等との連携の有用 性で すとか、弁護士に限 ら
ず様々な専門人材と の積 極的な連携、適格消 費者 団体との情報に係る 連携 などでございます。
二つ目といたしま して 、執行業務が難しく なっ ているということに 対応 した「２

悪質事業 者

への対応」というこ とで ございます。
一番大事なことと して は、最初に消費生活 セン ターの役割の重要性 が高 まっているのではな い
かということでござ いま して、法執行を念 頭に置いた相談対応ですとかPIO-NETの入力の際の工夫、
消費生活センターと 執行 部門との情報連携の 仕組 みの構築などが重要なの ではないかというこ と
でございます。
（ ２）とい たしまして、執 行ネットの充実を挙げておりま すが、これは消費者庁や
経済産業局、都道府 県が 、特商法の執行状況 の情 報共有を図るための ネッ トワークでございま し
て、こういった ネットワー クを充実させていく こと が重要ではないかと いう こと。それから 、
（３）
としまして、関連先への 資 料提供の要求をもっ と活 用していくこと、
（４）消 費者からの情報収集
をもう少し啓発して いく こと、（５）警察との 連携 などでございます。
三つ目といたしま して「３

国と都道府県 の連 携及び役割分担」と整理 しておりますが、特 商

法につきましては、その 執行は国のほか都道 府県 が行うこととされて おり まして、どちらの主 体
が執行を行うかにつ いて は、都道府県の場合 は、 当該都道府県の区域内に 係る事例について執 行
をすることとされて おり まして、２以上の都 道府 県の区域にわたる事 案で あって特に必要と認 め
るとき、または都道 府県 から要請があったと きは 、国が執行をするこ とを 妨げないと定められ て
おります。
また、一つの都道 府県 で行政処分を受けた 事業 者が、場所を変えて 近隣 の都道府県で同一の 悪
質事業を行った事例 があ ることから、国が執 行を するのか、都道府県 が執 行をするのかといっ た
ことや、近隣都道府 県と の連携が重要である とい うことから、この３ に掲 げてありますように 、
近隣都道県との連携 や被 害が広域に及ぶ事案 の対 応、それから、都 道府県の立入検査等への支援、
国と地方の両方が処 分に 入れるということで 、処 分権限の考え方の周 知と いうことを論点とし て
掲げております。
一番下の※印のと ころでございますが、こ れは 大きく３つに整理し た課 題に直接対応すること
ではございませんけ れど も、重要な論点とし て適 切なタイミングでの行政 処分の実行、これは 行
政指導なのか行政処 分な のかといった論点や 悪質事業者に対する制度 的対 応ということで、今 般
28年度特商法の改正 で制 度的な対応がされま した法人の作り替えとい った ことについてのことで
ございます。職員の 専門 性の充実ということにつ きましては、特商法 の執 行につきましては、 通
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常の行政事務とは性 質が 異なる。こうした執 行業 務の特殊性、専門性 を踏 まえて、執行業務に 係
る職員の位置づけを 明確 にしたり、対外的に もそ の職権を明示する等の工 夫などが必要なので は
ないかといったこと を踏 まえた論点整理とし てお ります。
論点整理につきま して 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。

というわけで、今 回本 会議で初めてこの問 題が 顔を出すことになり ます けれども、委員会の 中
では、基本的に執行 の問 題ですから、情報が 外に 出てしまいますと手 の内 をさらすようなこと も
ございますので、非 公開でずっと調査をして きた ところでございます 。た だ、消費者被害救済 の
ための法執行につい ては、これからの大問題 でご ざいまして、諸外国 にお いても既に様々な手 法
が展開されていると ころ でございますが、本 日は 特に興味深いイギリ スに おける消費者法の執 行
体制や権限、手法等 につ いて、法政大学の菅富美 枝教授から御説明を 頂戴 して、我が国の消費 者
行政における執行力 の充 実の参考にしたいと 考え ているところでござ いま す。
菅教授におかれま 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 。
大変恐縮ですけれ ども 、15分程度でまず御 説明 をお願いできますで しょ うか。
○法政大学経済学部 菅教 授

御紹介にあずか りま した法政大学教授の 菅でございます。発言の 機

会を与えていただき まし て、誠にありがとう ござ います。
それでは、まずお 手元 の資料から始めさせ てい ただきますけれども 、15分という短い時間で ご
ざいますので、要点 をか いつまんでお話しさ せて いただければと思い ます 。
私が今日御紹介さ せて いただきたいのは、イギ リスの中でも取引基 準局という行政機関です。
地方自治体に形式的 には所属するところなの です けれども、長い歴 史を持つ ところでございます。
もともとは取引の公 正を図るために、例えば 商品 の重さや大きさ、あ るい は容積といったもの を
ごまかして取引が行 われ ないように、それを 監視 する役目を果たして いた のが歴史的な始まり と
言われますけれども 、1968年頃から取引の場 面にお ける詐欺などの事案 に対 して非常に真摯に対
応して、1968年から まさ に消費者被害を専門 に扱 い、そして、執行体 制と いうものを確立して き
た、そういった重要 な機 関になります。です から 、こちらを紹介させ てい ただきたいと思って お
ります。
お手元のレジュメ のと ころの「１

はじめ に－本報告の基本的姿勢 」と いうところで、要点 を

書かせていただきま した けれども、今、申し 上げ ましたように「取引 基準 局」と私が訳をつけ て
おりますが、も とはTrading Standardsと いうことで 、本当に文字通 り取引の基 準という名前の部
署になります。こちらの機関の一番の特徴としましては、まずは刑事責任を追及ということで、
「・」の一つ目にな りま すけれども、不公正な取 引を行う事業者の刑 事責任を非常に厳格に執 行
していくといった、 それ が第１の機能として 置か れております。その際に 、どういった権限を具
体的に持つのかとい うこ とに関して申し上げ ます と、捜索ですとか差 し押 さえといった、後々 の
刑事裁判で証拠、あ るい は、証言となる、つ まり 起訴の準備を十分に行え るものをすべて集め る
権限を持っておりま す。 そういった部署にな りま す。これがまず第１ の機 能です。
それと同時に、２ 点目 になりますけれども 、こ れは実際には公式に は取 引基準局の権限の範 囲
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内には入らないことなの ですが、実質的に消 費者の通報などを受けて事業 者側の言い分を聞い た
り調査を進める上で 、結 果的には事業者と消 費者 の間の折衝のような もの を実質的に促進する 機
能も、これは幸いな 偶然 の結果として持ち合 わせ ております。民事の問題 ですよということに な
ると通常は形式的に は介 入できないというこ とになるのですけれども 、事 業者の調査を行い消 費
者から被害の状況を聞く 中で、結局事業者と 消費 者の両方を立ち会わ せて 調査を行うといった 場
面もございますことから 、実際には民事的な 機能 も促進する。そうし た機 能を偶然的に持ってい
るということにもな りま す。
そういったわけで 、先 ほど申し上げましたけれ ども、伝統的にはイ ギリ スにおける消費者被 害
救済、そして抑止法 制と して、非常に中心的 な執 行主体となってきま した 。
この取引基準局と いい ますのは、最初に申 し上 げましたように、も とも と沿革的には地方自 治
体で発展してきたも ので ございまして、また 、形 式的にも地方自治体 に所 属する一つの部署とい
う位置づけになって ござ います。ですから、非常 に、地方行政の中に おけ るそれぞれの地域管 轄
といったものも意識 した 中での消費者法の執 行に はなってございます 。た だ、地域を越えて、つ
まり、各取引基準局 の管 轄を越えて悪質な事 業が展開されるというこ とは 、もちろんイギリス で
も問題になっております ので、各地方自治 体におけ る取引基準局の情報 ネッ トワークであるとか、
調査を共同で行うで ある とか、あるいは、も っと 大きくNational Trading Standards Boardとい
うことで、全国的な 取引 基準局のコーディネ ート を行う部署もござい ます 。そういった形で、 全
国的に悪質な事業を展開 する業者に対しても 対応 するような動きにな って おります。
「・」の四つ目になり ますけれども、もう 一つ新しい権限として、2002年の事業法になりま す
けれども、この中では、 一人の消費者の被害 とい うだけではなくて、その 消費者を集合として 、
集合体としての消費 者の 利益といったものの侵害 が非常に大規模に大 がか りに行われていると い
うときには、行政執 行を する権限も、この取 引基 準局に与えられるこ とに なりました。具体的 に
は、差止め請求を裁 判所 に対して行うことが できますので、以後、こ うい った事業を繰り返さ な
いようにといった差 止めであるとか、こうい った訪問販売あるいは電 話勧 誘はしてはならないと
いった差止め請求で ある とか、あるいは同業 の営 業主体、事業主体に は一 定期間はなれないと い
った、差止めに関す る請 求を行うことができ ます 。
あるいは、少しソフトなものになりますけ れど も、そこに「引き受け 」と 、これはUndertaking
という英語の訳で当 てさ せていただきましたが、 こちらは差止めより は少 しソフトなものにな り
まして、どういう面 でソ フトかと申しますと、事 業者がこういった調 査の 対象となっていると い
うことを受けて 、事業者の ほうの態度変更を迫 ると いうものです。ですから 、半強制的ながらも、
自主的に、今後はこ うい うことをしませんと か、 こういう点に以後気 をつ けますということで 、
再発防止に向けて、責任 の所在であるとか法 的責 任を認めるかどうか を脇 に置いて、今後の対 応
策を事業者側から引 き出 す。これが引受けと いう ものになります。実 際に はこの引受けという も
のを非常に活用して いる ような実態がござい ます 。
「・」の最後のと ころになりますけれども 、先 ほど少し民事的な権 限を 本来形式的には持っ て
いないのですがとい うお 話をしたと思うので すが、実は、刑事的な執 行の 権限を規定した2008年
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の、後で正式名称が 出てまいりますけれども 、不 公正な取引行為から の消 費者の保護に関する 規
則という刑事規則が ござ いますが、その2008年の 規則を2014年の10月 から 改正、そして、施行 し
ております。何が大 きく 変わったかと申し上 げま すと、具体的には、 悪質 な取引行為によって 契
約締結という結果が 導き出されてしまったと きに 、その契約自体の効 果を失わせるような、い わ
ゆる民事的な救済の 条文 が入りました。具 体的には撤回権であるとか代 金減 額請求権であるとか、
損害賠償請求権とい う形 で、２の（１）概要 とい うところで書かせていた だきました「●」の 三
つ目のところに、具 体的 な原語とともに書か せて いただいておりますが、 悪質な取引行為、取 引
勧誘によって契約が行わ れてしまった場合には契 約を撤回できる、あ るい は代金の減額請求が で
きる、損害賠償の請 求がで きるという形で、そ ういっ たものも法改正とし て入 ってきております。
こういったわけで昨今 のイギリス消費者法 の動 きを見ていますと、 刑事 法と民事法を連携さ せ
て、連関させて消費 者被 害に対応しようとし てい ること、それから、 集団 としての消費者の利 益
を守っていこう、市 場の ゆがみを正そうとい う方 向性がみえます。
もう一つ、私 としては大 事な点だと思うので すが、それと同時に、一人一人の「脆弱な消費者」
に対してきちんと向 き合 うということ、そし て、 寄り添うということ。そ ういったマクロの視 点
とミクロの視点を兼 ね備 えた執行が行われて いる と、私は分析致しており ます。ですから、こ う
いった視点、三つの線を 引かせていただきま した けれども、この３点 がイ ギリスの現在の消費 者
法の一番の特徴では ない かと思います。特に最後 に申し上げた脆弱な 消費 者一人一人に寄り添 う
ことができるという のは、これは中央政府だ けで はできないことで、 これ は歴史的にも地方行 政
の中で培われてきた ノウ ハウなどが取引基準官一 人一人に生かされて おり ますので、まさにそ の
活躍の賜物と見てお りま す。
ついでに申し上げ ます と、成年後見というもの が日本にはございま すが 、イギリスには似たよ
うなものがあるとい えば あるのですが、大き く違 いますのは、判断の 非常 に不十分な状況で契 約
をしてしまった場合 に、 イギリス法では後見命令 と言いますけれども 、成 年後見の命令を受け て
いるだけで契約を取 り消すことができる、い わゆ る行為能力制限とい う制 度を歴史的に持って お
りません。持ってい ない のですけれども、消 費者被害というものが非 常に 厳格に抑止されてい る
のは、これは結局、消費 者被害抑制あるいは救済 法制が取引基準局を中心 に行われてきたことと
の関連において、そ のよ うな制限行為能力制 度を 持たずに来ることが 実現 可能だったと考えて お
ります。
今のところで大体 「１

はじめに－本報告 書の 基本姿勢」のところ をお 話しさせていただき ま

した。少し時間が押 して いると思いますので 、レ ジュメの２ページ目 に行 っていただきたいの で
すけれども、（２） イギリ ス消費者法の執行体 制と いうことで、「モデ ルの提 示」と書かせていた
だいたところがござ いま す。このピラミッド のと ころを御覧いただけ れば と思いますが、ここ に
たくさんの言葉があ りま すけれども、このピ ラミ ッドで何を私が示そ うと しているかと申しま す
と、まず、ピラミッ ドの頂点の部分が刑事罰 （懲 役、罰金）というこ とで 、隣に矢印がござい ま
すけれども、この矢 印が 上に向かうと、つま り、 ピラミッドの頂点に 向か うと、制裁力が強い と
いう図になってござ いま す。逆に矢印が下の ほう に向かい、ピラミッ ドの 裾野のほうになって い
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くと、これは制裁力 が弱 いという意味合いで 書か せていただいており ます 。
つまり、下のほう のも のを見ていただくと 、説 得、例えば金銭の返 還の 自発的な、やや強制 的
に強い言葉を使うか もし れないけれども、結 果的 に事業者側から自発 的に 救済に向けて努力を さ
せるといった説得、ある いは二度と同じよう なこ とを繰り返さないよ うに といった遵法教育、 こ
ういったものが、取 引基 準官が日常的に消費 者被 害について通報を受 けた ときにとる一番の対 応
ということになりま す。
もしこれでは少し ソフ ト過ぎるということ にな ると、そのピラミ ッドの少 し上に上がりますが、
警告文の提示という もの を行います。この警 告文 というのも、大体A4で10枚ぐらいの割と厚み の
あるものでございま すけ れども、それを事業 者に１ページ１ページ丁 寧に 説明をして、そして、
納得をさせるといっ たよ うなことを行います。大 抵のケースはこの辺 りで 悪質な事業者は反省を
して、二度としない とい ったことが多いので 、つ まり、解決できる場 合が多いので、ピラミッ ド
的には数も多いとい うこ とで、少し裾野の部 分が 広いような、そうい った 図にしてございます 。
それでも態度を改 めな いような事業者、あ るい は似たような被害が 非常 に多いということに な
ってくると、引受けとい う先ほど申し上げま した行政的な執行という こと が必要になってくる 場
合がございます。そ れが 、今、ピラミッドの 下か ら御説明申し上げて おり ますけれども、引受 け
という部分になりま す。 この引受けという部 分か らずっと上のほうに 行き ますと、三つセット で
書いてございますが 、被 害消費者への賠償（ リフ ァンド、契約解除） ある いは内部コンプライ ア
ンス体制の充実化、 違法 行為や救済に関する 情報 提供と、いろいろと書い てございます。さら に
その上の執行命令、差止 め命令、この辺りに なり ますと、取引基準局だけ ではなくて、中央の 消
費者被害抑制機関で あるCMAと言われますけれ ども 、Competition and Markets Authorityという
ところになりますが 、そ ちらのほうも管轄に なり ます。ですから、こ の辺 りになりますと中央と
地方の執行管轄が重 なる部分になります。
そして、さらにピ ラミ ッドの上に上ってい きま すと、民事上の損害 賠償 ということで、これ は
また今のいずれとも 違う ルートでございまし て、結局は消費者がみず から 民事裁判を起こさな け
ればいけないという こと ですので、このピラ ミッ ドの中に入れていい のか どうか若干迷ったと こ
ろではございますけ れど も、そういったものもご ざいます。
そして、さらに上 のほ うに上がっていきま すと 、いよいよ制裁力の 強い 場面ということで、 刑
事裁判が絡んできま す。一番頂点になります と、 先ほど申し上げまし たよ うな刑事罰というこ と
で懲役刑が科された り、 あるいは罰金刑も科 される。それと同時に、 刑事 被害者への賠償とい う
ことで、賠償といい ます と民事の感じがする ので すけれども、イギリ スの 場合には、刑事裁判 の
手続において刑事罰を科 すときに、同時に刑 事被 害者への賠償を裁判 官が命令で、これは裁量 に
はなりますけれども 、行 うことができます。 そし て、その真ん中に、 少し 話を飛ばしたところ で
はございますが、営 業ラ イセンスの剥奪とい うこ とで、これは主に金 融の分野における消費者被
害に対応してきた内 容な のですけれども、営 業ラ イセンスを剥奪した り、あるいは先ほど申し 上
げましたように、同 じよ うな事業を繰り返す こと ができないように、 事業 の事業主体として営 業
主にはなれないとい った 命令を差止めで個別 に出 したりということも 、こ の辺りではできると い
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うことになります。
ただ、いつもそう いっ たことをするわけで はな く、できればピラミ ッドの下のほうのソフトな
手法を使って、なるべくそ こで解決をしていき たい。だけれども、今 回はこれではソフト過ぎる、
これでは事業者の対 応が 適正にならないとい うと きには、非常に勇気 を持 って、強い上のほう の
ハードな手法も使う とい うことで、それを表 現し ましたのが右側の言 葉に なります。執行体制 モ
デルとしては、制裁 ・抑 止型の、ピラミッド の頂 点だけをメーンにす るモ デルもあるかもしれ ま
せんし、逆にピラミ ッド の下のほうのコンプ ライ アンスモデルという、ソ フトなものだけをメ ー
ンの手法とする体制 もあ るかもしれませんが 、イ ギリスの場合は、ど ちら にも偏らない、どち ら
も使うということで 、そ の下の「応答的規制モデ ル」という表現がご ざい ますけれども、これ は
学問的に使われてい る言 葉で、私の造語では ござ いません。「制裁」と「コ ンプライアンス」を、
動的に、行きつ戻り つし ながら、事業者のそ のと きの対応対応に応じ て、 両方を見据えながら 執
行の具体的なやり方 を探 っていくということ を行 っております。です から、取引基準官としては 、
画一的なやり方とい うも のではなくて、その 事業 者、そして、その被 害の 性質に対応した極め て
フレキシブルなもの を独 自に判断する、その 時に 判断するという極め て鋭 い観察眼、そして交 渉
能力といったものも 求め られるといったこと にな っております。
時間は大丈夫でし ょう か。一旦打ち切ったほう がよろしいでしょうか。
○河上委員長

大丈 夫で す。

○法政大学経済学部 菅教 授

済みません。そ れで はもう少しお付き合 いい ただきたいのですが 、

次のところで、同じとこ ろの「ピラミッド型 につ なぐ」の下の少し字が小 さくなったところで ご
ざいます。結局、取 引基 準局の視点というの はど ういうものかといいます と、一番最初のお話に
させていただいたよ うに 、もともとはWeight and Measuresが原語になり ます けれども、重さと計
測ということで、と にか く取引を公正にした い、取引が公正であるこ とを監督する。そういっ た
機関がこの取引基準 官の源であり、そして、 それ が取引基準官のある べき 姿ということになっ て
いますので、いつも 完全 に消費者だけの側に 立っ ている存在ではござ いま せん。
つまり、悪質な事 業者もなぜ悪質なのか、そこ に書いておりますが 、本 当に違法なことをし よ
うと思って違法にな って いるのか、あるいは今回 は少しやってしまっ たと いった感じの非行の程
度、それでも重大で すけ れども、そういった 悪質な事業者なのか。あ るい は、消費者法がどうな
っているのか、事業 者と して何をしなければ いけ ないかを全く知らず に、結果的に違法なこと を
している事業者なの か、 あるいは何度も頑張 ろう としているのだけれ ども 、それがうまくいか な
い、下手なので違法 なこ とをしている事業者 なの かを探っていきます 。な ぜ悪質なことになっ て
いるのか、その背景 にも踏み込んだ調査を行 って います。
つまり、消費者被 害を回復させよう、ある いは 悪質な事業者を抑制しよ う、そして、厳格な 刑
事責任を問おうとい うのはもちろんそうなの です が、まだそこまで悪 質で ない事業者に対して 、
最初から制裁という態度 で臨むのではなく、良好 な関係を築きながら、よ りよい実践をやって い
きたいという事業者 に対 しては、積極的にア ドバ イスを送るといった こと もやっています。で す
から、教育といった もの 、そして啓発といっ たも のにも非常に力が入 れら れております。
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まとめますと、先 ほど もピラミッドで御説 明さ せていただきました けれ ども、教育や説得に よ
ってコンプライアン スを 引き出すというのが 、日 常的な取引基準官のやり 方、在り方ではある の
ですが、時には警告 文の 提示を行う、金銭の 返還 の強い促しも行う。 そし て、非常に悪質な事 業
者だと確信した場合 には 、ちゅうちょするこ とな く刑事責任を追及し てい くということで、私 も
何度も同行調査をさ せて いただいております けれ ども、本当にこれは 悪質 ではないかと取引基 準
官が訪問前から思っ た際 には防弾チョッキを 持っ ていったり手錠を持 って いったりというよう な、
非常に緊迫した場面 にも 同行させていただい てお ります。そういった場面 でも、結局、最初は 少
し刃向かうような反 抗的な態度をしていた事 業者も、後に説得に応じ たと きには、防弾チョッ キ
も手錠も見せずに、 その まま教育ということ で終 わる、警告文まででとど まって終わったといっ
たようなこともござ いま す。
それでは、とりあ えずこちらで話を終わら せて いただきます。
○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 まの説 明の内容について御 質問、御意見のある方は発 言をお願いいたします。
鹿野委員、お願い いた します。
○鹿野委員

鹿野で す。

貴重なお話、あり がと うございました。
１つお聞きしたい ので すが、脆弱な消費者 に対 する対処の仕方とい うこ とについてです。こ の
点については、脆弱 な消 費者に対して、その 脆弱 性につけ込んだ悪質 な商 法という問題が日本 に
もありまして、それ にど のように対処するの かと いうことが日本でも 重要 な課題であると思い ま
す。一方で、御存じ のと おり消費者契約法の 改正 の論議の中でも、こ の問 題が議論されてきま し
たし、他方、民事的なル ールだけではなく、 行政 的な対応ということ も求 められるのであろうと
思います。
先ほどのお話では 、イ ギリスでは、消費者 の集 団的な利益保護ないし市 場の公正さを保つと い
う視点と共に、個々 の脆 弱な消費者に寄り添 うと いうことも同時に行 われ ていて、それが特徴 的
であり重要だという 御指 摘がありました。そ こで 、具体的にイギリス にお いてこの点がどのよ う
に扱われているのか につ いて御紹介いただけ れば と思います。お願いしま す。
○法政大学経済学部 菅教 授

御質問ありがと うご ざいます。

実際には、私が同 行調 査をさせていただい たり 、あるいは電話で取 引基 準官が応対している と
ころを見聞きさせて いた だきますと、ほとん どの 被害者が、残念なが ら、いわゆる脆弱な消費 者
ということで、御高 齢の方 で認知症を発症なさ って いる方、あるいは知 的障害 をお持ちの方です。
御本人からの被害に 対す る申告があったとい うよ りは、御家族あるいは周 りの方、近隣の方も 含
めて、何かおかしい こと が起きているという のが 通報として入り、そこか ら調査が始まるとい う
ことが非常に多くご ざい ます。ほとんどがそ うだ と言えるぐらいに、 非常 に多いかなと思ってお
ります。
そういったときに 、一 番難しいのは、後々 の刑 事裁判に使えるよう な証 拠、証言といったも の
を収集するために調 査に 伺うわけですけれど も、 なかなか取引基準局 側が 欲しいと思っている よ
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うな証拠、証言に対 して 記憶が曖昧であった りし て、これは証言とし て後 では使えないのでは な
いかといったようなケー スも多くございます 。そういったときには、 結局取引基準官は、刑事 裁
判にする前に、先ほ ど申 し上げたようなピラ ミッ ドの中の、特に警告 文と いったものをよく使 い
ますけれども、警告 文や引受けといったこと を用 いまして、正式な裁 判に 行かなくても、実質 的
に消費者の被害を回 復で きるように幾らか返 しな さいといったことを 強く 事業者に迫ったりい た
します。ですから、非常 に脆弱な消費者の御 自宅を訪問しながら、御 本人 のストレスにもなら な
いようにしながら、 だけ れども、事業者に対 して は強い態度を示しな がら 、実質上、被害回復 が
図られているといっ たこ とが非常に日常的に 行わ れているということ にな ります。
○鹿野委員
○河上委員長

ありが とう ございました。
池本 委員 長代理、お願いいた しま す。

○池本委員長代理

大変 貴重な御報告ありが とう ございます。

事前に掲載された論文 等も拝見しまして、 特に 私どもがこれまで日 本で 見てきたのは、消費生
活センターという個 別案 件の相談を受け、助 言し たり、あっせんをす ると いう民事の側面で消 費
者に寄り添う機関は あり ましたけれども、事 業者 の違法行為を排除す ると いう点については、 従
来、必ずしも十分で なか った。そうはいって も、10年ほど前から特定 商取引 法による執行強化と
いうことが呼びかけ られ て、自治体によって はあ る程度頑張ってやっ てい るところもあるけれ ど
も、非常に自治体間 の格 差がある。
今回もいろいろヒ アリ ングをしてみると、自治 体職員がいろいろな 部署 を２～３年ごとに回 っ
てきて、法執行担当 者と いうものが、必ずし も専 門性が理解されてい ない 、位置づけられてい な
い。したがって、ま たノ ウハウも伝授されな いの で、やっていないと ころ は相変わらずやって い
ない状態。これをど うした らいいかと悩んでい た中 で、今回紹介されたイギリ スの仕組みの中で、
特に担当者が非常に 専門 性を持って、しかも 、地 域社会でも評価され て旺 盛に活動していると い
うことに、非常に興 味関 心を覚えた次第です 。
そこでお伺いした いの ですが、この取引基 準局の担当官というもの がど のくらいの年数とい う
のですか。特に専門 性と いうのが、資格の面 で位 置づけられているの か、 それとも、その部署 で
ある程度の経験年数 をも って社会的に評価さ れて いるということなの か。 それから、自治体に よ
って、それの配置の 人数 や目安とか、そうい うよ うなことは何か特徴 があ るのかどうかという辺
りについて、この取 引基 準局の担当者の役割 なり 専門性なりというこ とに ついて、少し補充し て
いただけると有り難 いの です。
○法政大学経済学部 菅教 授

御質問ありがと うご ざいます。

取引基準官という 職業 が非常に専門性の高 い職 業としてみなされて おり ます。ですから、警 察
官と同じように、や はり 取引基準官という職があ る形になっておりま して 、独自の研修制度も ご
ざいますし、地方自 治体 に所属はいたします けれ ども、例えば何か配 置換 えによって全く違う部
署に行くことは余り ござ いません。私が親し くし ていただいている、 いつ も調査に訪れている 取
引基準局は幾つかご ざい ますけれども、その 中で一番長い方は40年間 、1976年からなさってい る
ということで、先ほ ど、1968年から特に、取 引基準 官は消費者被害の抑 制について専門性を増し
10

てきたというお話を させ ていただいたと思う ので すが、その頃からず っと消費者、取引基準局 の
移り変わり、社会の 移り 変わりを見てきた方もい らっしゃいます。
また、非常にネッ トワ ークといいますか、情報 共有、そして、お互 いの 切磋琢磨ということ も
行っておりますので 、各 地方自治体、つまり 、各地域がベースではあ りま すけれども、地域を 基
盤としながらも情報 の共 有、ノウハウの共有 とい ったものに非常に力 を入 れていらっしゃいまし
て、私も１年に１回 大き く行われる研修会、二日 間のシンポジウムで した けれども、そういっ た
ものにも参加させて いた だいたことがござい ます 。
また、リクルート など に関してなのですけ れど も、一つの地方自治 体の 取引基準局にずっと い
らっしゃるという方 もい れば、私もインター ネッ トで検索をすると出てま いりましたけれども 、
一般の公募といった 形で 取引基準官を別の地 域が 呼ぶということもご ざい ます。その時には、今
までの慣れ親しんだ 地域 から新しい地域に行 くと いうことになります けれ ども、それだけ専門 性
が高い職と言えるか と思 います。
○河上委員長

よろ しい ですか。

大森委員、お願い いた します。
○大森委員

ありが とう ございました。

私も池本委員長代 理と 同じ質問だったので すけ れども、日本では、 地方 では行政職員が異動し
て専門性がなかなか高め られないというとこ ろと 、お金の問題もあり まし て、なかなか予算も な
い。こちらは地方で 運営 していて国はネット ワー クを機能させるよう な援 助ということでした け
れども、財政的なも のは 全部地方で賄ってい るの でしょうか。
○法政大学経済学部 菅教 授

御質問ありがと うご ざいます。

少し予算のお話に なり ますけれども、日本 円に レートの換算をうま くで きなかったもので、 そ
のままポンドで申し 上げ ますが、例えば2016年度の 報告書、これが最新 のもの だと思うのですが、
１億2,400万ポンドが 、地 方に配分されている 取引 基準局の予算と上げ られ ております。１億2,400
万ポンドということ にな ります。
ただ、この予算は 実際 には直接国から地方 の取 引基準局に使ってく ださ いといって分けられ る
ものではなく、一旦は各 地方自治体に全部行 きま す。その後、地方自 治体 の裁量で、うちは取 引
基準局にこれだけ出 すと いった形をしますの で、正 直なところ、取引基準局 は 大体192、最近の数
としてあると思うの です けれども、その地域 によ って、あるいはその 地域 におけるニーズある い
は人口密度などによ って 、非常に大きな取引 基準 局もあれば、２人、 ３人 という小さな取引基 準
局もあるといった具 合に なっております。で も、基本的には地方自治 体が国から地方自治体の仕
事を、取引基準局だ けではなく、例えばごみ の収 集であるとか、そう いっ たものも行う予算と し
てもらっている。そ の中 で取引基準局に裁量 で予 算が配分されている とい ったことになります 。
ただ、もう一つは 、先 ほど申し上げたよう に、National Trading Standardsというものは、こ
れは決して「 国家の」とい う意味ではありませ んで 、Nationalと いうのは、
「 国内全国の」という
意味でございますの で、 これは国の機関では なく 取引基準局の、ただ 地方 管轄を越えたネット ワ
ーキングというもの にな ります。そちらには、これ も国からの予算で1,480万 ポンドが2016年度の
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予算としては支給さ れて いることになってい ます 。実は2017年の７月５日 のイギリス議会のと こ
ろで、スコットラン ド独 立党から、消費者被 害に対応するための取引 基準 局に対する国家予算が
削減されていること につ いて、疑問を呈するよ うな 場面があったのです が、国はNational Trading
Standardsのほうに 、先ほ ど申し上げましたよ うに、１億5,000万ポンド近 くを 支出しているので、
十分とは言えないか もし れないけれども、国 とし ては努力をしている とい った応答をいたして お
ります。
ただ、正直申し上 げる と、現場の取引基準 官と しては、非常に不十 分に なってきている。1976
年ごろには、取引基 準局 の任務に対して国も 力を入れていて、非常に 地方 自治体に回ってくる 予
算の40％ぐらいが取 引基 準局に回ってきたの に、今は地方自治体に回 って くる予算自体も少な い
ために、結果として 取引 基準局に回ってくる 予算 も少なく、例えば私 がよ くお世話になってい る
オックスフォードシ ャーの取引基準局では、 最初 に調査を始めたころ には50人ほどいらっしゃ い
ましたが、今は30人 ほど に減っておりまして 、毎 年行くたびに何とな く人 数が減ってきたなと い
うのが、目で見ても分か るようになってきて おり ます。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

樋口委員、お願い いた します。
○樋口委員

貴重な お話ありがとうございま す。 ぜひ、日本でもこう いう 制度を考えなければ い

けないのではないか とい う全体の感触を持ち まし た。
今、数字のお話が出た ので、もう少し具体 的な イメージを頂ければと思 うのですが、例えば 全
国でどのくらい取引 基準 官がおられるのでし ょう か。あるいは50人と か30人というのはかなり の
人数なのですが、そ のオ ックスフォードシャ ーの 場合に、例えば役割分担 とか、あるいは地域 分
担とか、何かそうい う形 で組織が存在するの かど うか、お分かりの範 囲で 、あるいは事例的な こ
とでも結構なのです が、 イメージを教えてい ただ ければ有り難いので すが 。
○法政大学経済学部 菅教 授

ありがとうござ いま す。

先ほども申し上げ まし たけれども、地方自 治体に よって多いところ、つまり 取引基準局の環境、
状況、あるいは住民 にと って非常に有利なと ころ と不利な地域が残念なが ら生じて、格差が生 じ
ておりまして、非常に少な いところでは2.5人し かい ないところもあるそ うで す。逆に多いところ
では67.5人。つまり、これ は恐らくパートタイ ムな ども入って0.5という数字 が出るのだと思いま
すが、平均して67.5人と いうところもあり、 かな りの差が生じていること になります。
私がよくお邪魔し てい るオックスフォード シャ ーの場合には、50人 いた 取引基準局の方々が今
は30人ぐらいになっ てお りまして、しかも、 その 中で、いわゆる消費 者被 害の専門官といいま す
か、イギリスではむ しろConsumer Crime、つま り消 費者犯罪という言い 方を しますけれども、そ
ちらの専門官という こと になってきますと、 非常 に人数が下がってし まいます。オックスフォ ー
ドシャーの場合には４人 ということになってしま いますし、先ほど申 し上 げた一番恵まれてい る
取引基準局でも67.5人の スタッフのうち、い わゆ る資格を持った取引 基準 官、その刑事的な執 行
権限も持っている方 々は46人ということにな って、 それ以外のスタッフ の方 は、いわゆる組織の
運営のためのスタッ フで あったりということ にな るかと思います。で すか ら、全体としての人 数
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は、なかなか出てき た資料 がないのですけれど も、192の取引基準局はそう いっ た状況になります。
○樋口委員
○河上委員長
○中原委員

ありが とう ございます。
中原 委員 、お願いいたします 。
貴重な御報 告をありがとうござ いま した。御紹介いただ きま した取引基準局につ き

ましては、特に刑事 責任 追及の中心的な役割 を果 たしているというと ころ が非常に特徴的な点だ
と思います。日本の制度 では、刑事責任につ いて は警察が担当するこ とに なりますので、捜索等
の非常に強い権限を 持っ ておりますけれども 、必 ずしも消費者保護の 専門 の機関が担当してい る
わけではない。他方 で、 行政処分につきまし ては 行政機関が担当して いま すけれども、特に執 行
について必ずしもノ ウハ ウが十分ではなくて 、警 察との人事交流等に よっ てノウハウを得てい る
ということがござい ますが、制度上は刑事責 任追 及は警察であり、行 政処 分は行政機関という 形
で、はっきりと区別 がさ れています。もちろ んイ ギリスとは背景にな って いる法制度が違うわ け
ですけれども、イギ リス の御研究の立場から 見て 、日本の制度におい て執 行力を充実させるた め
に御意見がございま したら、頂戴できますで しょ うか。
○法政大学経済学部 菅教 授

ありがとうござ いま す。

最初に申し上げた よう に、取引基準局とい うと ころは刑事的な執行 と、 そして、新しい権限と
して行政的執行と、 非公 式的な形で民事的な 執行 と、全てを行ってい ると いうお話をさせてい た
だいたかと思います 。こ れもまた地方自治体によ って違うということ には なるのですけれども 、
元警察官であるとか 現職 の警察官が出向とい う形 で取引基準課の中の 、特 に消費者被害犯罪抑 止
課のところに取引基 準官として、警察官とし て警 察手帳も持ちながら 、同 時にその職場で執行 を
するといったような、そ ういった人的な有利 な点 もあるかと思います 。
ただ、そんな中、 イン タビューという形で お話 をお聞きしたところ 、こ れは今になってよう や
く達成したことで、例え ば15年前の状況はど うだ ったかといえば、警 察の 方は民事の話は民事 で
やってほしい、消費 者の問 題は民事の問題であ ると いう考え方をしてい たそ うです。それが今は、
先ほど申し上げたよ うに 消費者被害という言 い方 はイギリスではしな いで 、全部それはCrimeだ、
犯罪だという見方が一般 的で、それが確立し てお ります。
といいますのは、 実際 に組織犯罪が後ろに 隠れ ていることも多いですし 、いわゆる悪質な事 業
者で、脆弱な立場の 消費 者を食い物にしてい ると 言われて非難をされ る方 々も、実は大きな目で
見ると組織犯罪の中 で彼 ら自身も非常に脆弱 な立 場にあって、そうい った 生活環境の脆弱なと こ
ろにつけ込まれて手 足と して悪質な事業者に 使わ れているといったこ とも ございます。取引基 準
官のシンポジウムに参加 したときには、Slavery、奴隷というセッショ ンが ありまして、初めは何
のことかと思ったの です けれども、結局そう いっ た形で嫌々ながら悪 質な事業に手を染めてし ま
う方々もいらっしゃ いま すので、これはまさ に消 費者被害という民事 の話 ではなくて、消費者 犯
罪だという見方が、 この15年の間に確立したと いう ことがございます。
同じようなことを 日本 の場合にも考えてみ ますと、全く同じとは言 えないとは思いますけれ ど
も、消費者被害とい うも のが、背後には犯罪 が控 えている、あるいは 消費 者被害はどんなに小 さ
なものであってもそ れ自 体が犯罪だと見るよ うな 視点を持ってみても よい のではないかという 気
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が個人的にはいたし てお ります。
○河上委員長
○蟹瀬委員

蟹瀬 委員 、お願いいたします 。
蟹瀬で す。

大変ためになるお 話あ りがとうございます 。
Trading Standardsで働 いていらっしゃる方 の社 会的な地位なのです けれ ども、先ほど警察官と
同じですとおっしゃ いま したね。日本でも警 察官ですとか消防署員な どと いうのは、かなり厳 し
いテストがあって、 そし て、その職に就くと いう ことになっているの です が、イギリスもそう い
う歴史があってこう いう 職に就いていらっし ゃる 方が多いのか、ある いは 日本の中で、例えば こ
の警察官とか消防署 員み たいに、同じような形で独 自にTrading Standardsの 職員になっていくと
いうか、そういうこ とが できるのかどうか。 どう思っていらっしゃる のか 。その辺り、お話を 頂
ければと思います。
○法政大学経済学部 菅教 授

もしかしたら御 質問 の意味を取り違って いる かもしれないのです が、

取引基準官になる試 験と か、そういうことで しょ うか。
○蟹瀬委員

はい。

○法政大学経済学部 菅教 授

例えば消防署員と同 じかとか警察官と同 じかということは分かりま

せんけれども、言え るこ とは、取引基準官に なる というのは一つの大 きな やりがいのある仕事と
いうことで社会的に も評 価されておりますし 、イ ギリスはまだ国王制の国 ですけれども、勲章の
対象になったりとい うこ とで、非常に名誉のある 職業だと理解されて いま す。
研修所のようなと ころ がございますので、そこ でいわゆる座学の勉 強を しながら、取引基準 官
として少しずつまた ステ ップアップをしてい った り、非常に優秀な取 引基 準官になると、地方 自
治体全部を任される よう な、地方自治体とし ても トップのところにま で上 がっていくような方も
いらっしゃる。もと もと の背景にどういう方 がい らっしゃるのか、統 計も ありませんので余り分
かりませんけれども 、私が知り得る限りでは 、警 察官からなられたり 、元 警察官が警察官とし て
のリタイア後になら れた りという方もいらっ しゃ れば、非常に若い方 で、大学の頃から消費者 問
題に非常に関心のあ る方 が、研修も受けなが らま ずは研修生という形 で入 って、現場訓練と座 学
を受けながら取引基 準官 として資格のある立 場、専門性のある立場に なっ ていくと、そのよう に
私は見ております。
○蟹瀬委員

その場 合に テストなどはあるの です か。

○法政大学経済学部 菅教 授
○蟹瀬委員

いわゆる教養の試験 といったようなもの は余 り分からないです。

イギリ スは 、例えばタクシーの運転 手さんは大変厳しいテス トを受けてタクシー の

運転手さんになりま すね 。いわゆるキャブの ね。ああいうステータス 的な ものとして、こうい う
テストを受けて、全 部受 かればこれになれる ので すということではな く、 研修を受ければ、あ る
意味でなれるという こと なのですか。
○法政大学経済学部 菅教 授

逆に言うと、研 修を 積んで、現場の経験 を積 まないとなれないと い

うことだと思います 。
○蟹瀬委員

という こと は、日本の中でもこ うい う職業を、一つのき ちん とした職業として確 立
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できる可能性がある とい うことですね。
○法政大学経済学部 菅教 授

もちろんあると は思 いますけれども、それは必 ずしも最初の入口の、

いわゆるペーパー試 験で それが測れるかとい うも のではないと思いま す。 非常にイギリスの場 面
には実地の訓練が重 要視されていますし、同 僚か らの評価というものも非 常に重視されている 社
会ですので、なかな か日 本の文化に置き換え るのは、私は今すぐには でき ないところでござい ま
す。
○河上委員長

池本 委員 長代理、お願いいた しま す。

○池本委員長代理

池本 でございます。

今のやりとりに関 連し ての質問になるので すが 、取引基準官となる ため に、研修所での研修 と
いう言葉と、シンポ ジウ ムが開かれ参加され たと いう言葉があったと 思う のです。日本では、 ２
～３年ごとに他部署 から回ってくるところで 、春頃に初任者研修とい うも のがあり、秋頃に少 し
経験を積んだ人が具 体的 なケーススタディー 的な ことをやるというの があ ると聞いているので す
が、研修所でという のは どのくらいの期間や るの か。あと、シンポジ ウムはどのくらいのボリ ュ
ームでやるものなの か。お分かりであればお 願い します。
○法政大学経済学部 菅教 授

これは必要なと きに、非常に頻繁にやっ てい ると申し上げること が

できるかなと思いま す。 私は取引基準局に１ 年に ２回か３回は伺って おり ますけれども、行く た
びに必ずどなたか外 部か ら、例えば弁護士さ んで あるとか、いろいろな方 をお招きして講習会 と
いうものを独自にや って いる場に居合わせま す。 ですから、毎日朝の７時 半ぐらいから勤務さ れ
て午後の４時頃まで 皆さ ん、詰めていらっし ゃい ますけれども、その １時 間あるいは２時間の間
に、例えば今日は刑 事裁 判に使えるような証 言の取り方をするための講座 を行いますというこ と
になると、そういっ た調 書の取り方の訓練を 受け てみたり、そういっ たこ とは非常に日常的にや
っているかなと思い ます 。ですから、年に何 回と いうのではなくて、日常 的なケースマネジメ ン
トから、小さな規模のコ ンファレンスまで、 広い 意味で研修というも のは非常に頻繁にやって い
るといえると思いま す。
それとは別に、見 習い として入った取引基 準官 たちに、こういった こと が今の問題ですよとい
ったことや、最近で すと 、2015年の10月に消 費者 権利法が制定されま した ので、そういった新法
の解釈ですとか理解 とい ったものを、また別 の研 修所で行うというこ とも ありますけれども、 そ
の場合には、結局普 段の 職場を離れて時間を 割い て出かけて行かなけ ればいけませんので、そ れ
はそんなに頻繁ではない と思います。
また、全国的なシンポジ ウムも、毎月というもので はなくて、大きなものが年 に１回と、あと、
半年に一度、イギリ スを ４カ所か５カ所に分 けた少し広域の集まりでシン ポジウムをしたりと い
うこともありますけ れど も、むしろ取引基準 局内 あるいは地方自治体 内で、専門家も招きなが ら
非常に日常的に必要 なも のを頻繁に研修して いる のが実態かと思いま す。
○河上委員長
○大森委員

大森 委員 、お願いいたします 。
時間を 超過 しているのに、ごめ んな さい。

先生が投稿された「消 費者法ニュース」の原稿 を読ませていただいて、 判断力の低下した消 費
15

者に対する不招請勧 誘、 地域の方々の協力体 制の素晴らしさにびっく りし てしまったのですけ れ
ども、日本でも地域 の見 守りだとか、そうい う協 力員が必要になって くる わけですが、これは 国
民性の違いなのか、 そう いう方々も研修され てい るのか、先生はどう 考え られますか。どうす れ
ばそういう地域の見 守り 体制がうまくいくの かど うか、日本に取り入 れるとしたら、どうすべ き
かというようなとこ ろを 教えていただけたら と思 います。
○法政大学経済学部 菅教 授

日本ももちろん、地 域によって文化です とか 様子が違うとは思う の

ですけれども、私が 伺っ たところによります と、 ある地域といいます か、 日本でも幾つかの都 市
では、地域の安全確 保と いった視点でネット ワー クが起こりつつある とい ったことを最近お聞 き
する機会がございま す。 そういったところで は、 本当に行政の内部で もい ろいろな課が連携し た
り、警察とも連携し たり 、民生委員の方とも 連携 したりといったよう なこ とで、地域全体で、 消
費者問題もそうなの です が、全体的に、例え ば荒 廃住居の問題なども 含め て安全な環境作りと い
う点で、ネットワーキン グが広がっている地 域が 複数あるということ で、大変喜ばしいし、私 も
うれしいことだと感 じております。
そういうお話を伺 っている限り、イギリス 人の国民性と日本人の国 民性が違うとは思わず、 む
しろ被害の様子を聞 いて も、非常に似ている なと いうことが多いです 。脆 弱な消費者で被害に遭
われた方々は、皆さ ん、事業者の気を悪くし たく なかったとおっしゃ る方が多いですし、訪問調
査に訪れても、被害 は受 けていません、とて もい い方でしたとおっし ゃる 方が多いので、近所 か
らの通報というもの が非 常に重要になってき ます 。
そういったことを考え ますと、何か資格の ある 方が見守りをしてく ださ るということも大事 な
のですけれども、本 当に 普通にお隣近所、御 近所の方で、高齢者の方がお 一人で住んでいらっ し
ゃることを知ってい らっ しゃる方が、どうも最近 見なれない車が長い時間 頻繁にお宅の前に止 ま
っているなというと きに 情報提供してくださ ると いう形があれば、こ れは イギリスであっても 日
本であっても可能で はな いかと思っておりま す。
○大森委員
○河上委員長

ありが とう ございます。
実は 私も 色々と聞きたいことがあ るのですが二つだけ お願 いします。一つは、 刑

事的な活動もやると いう ことなのですけれど も、例えば民事の訴訟の とき に、取引基準官が集 め
た証拠を民事訴訟の時に も使えるとか、そういう 証拠の共有みたいな もの はあり得るのですか 。
行政処分でもいいで すけ れども。
○法政大学経済学部 菅教 授

実際にそれを一 度弁 護士さんにお尋ねし たこ とがあるのですけれ ど

も、ちょっと反応に 困っ ていらっしゃるよう な感 じでしたので、恐ら く刑 事の証拠を民事の証 拠
に使うということは 、一 般的には少なくとも公式 的にはやっていない のだ ろうと思います。行 政
的にその処分が下っ たと いうことが、民事の訴訟 の際に立証責任の緩 和と いう点で有利に働く こ
とはあるようなので すが 、証拠そのものを民 事のところで再利用でき ると いったことはないの で
はないかと思ってお りま す。
○河上委員長

あと 、ち ょうど日本で言うと 労働 基準監督官が、あれ は司 法警察職員でありな が

ら労働関係に介入し てい けるような立場を持 った 職員ですね。今、話 を聞 きながら、労働基準 監
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督官との近さみたい なも のを感じたのですけ れど も、これはかなり違 うの ですか。受けたイメ ー
ジは間違いでしょう か。
○法政大学経済学部 菅教 授

済みません。労 働基 準監督官の方々のお 仕事 を私が理解出来てい な

いので、なかなかお 返事 がしにくいのですが 、先 ほどの先生の御質問 に少 し付け加えさせてい た
だきますと、イギリ スの 場合には刑事上の賠 償命 令というものがござ いま すので、刑事的な責 任
を追及されて、それ が確 定した事業者に対し て、新たに消費者が民事 裁判 を起こす必要性がそ も
そも余りないのでは ない かと思います。なの で、 そういった証拠を再 利用 するといった発想は 、
私が質問したときに 現地 の弁護士さんがきょ とん となさったのは、多 分そ ういったことは刑事 裁
判に持っていくとき に、 懲役何年ぐらいを求 刑し てもらいたいという のと同時に、幾らぐらい の
賠償金を命じて欲し いと いうことをやるから では ないかと思います。 しか も、財産の没収とい う
のは、特別な専門官 がい るぐらい、非常に厳 格に 執拗に執行していき ます。隠し財産、マネー ロ
ンダリングとして全 部追 及していきますので 、か なりそこで悪徳の違 法利 益を吐き出させると い
うこともしています 。
○河上委員長

附帯 私訴 のようなこともある ので すか。

○法政大学経済学部 菅教 授

附帯私訴という 発想 になるのかどうか、 ちょ っと分かりませんけ れ

ども。
○河上委員長

それ はな いのですね。

○法政大学経済学部 菅教 授

刑事上の賠償命 令と いうものになります 。そ れは必ず裁判官が考 え

なければいけないと いう ことになっています 。
○河上委員長

あり がと うございました。

時間ですので、こ の辺 りにしたいと思いま す。
イギリスにおける 消費 者法の執行体制につ きま しては、各地方公共団体 の取引基準局、これ が
主体になって、刑事 的な 権限をも有した行政 職員 が警察官や弁護士と 連携 しながら執行業務を 行
っているということ でし て、非常に注目すべ き制 度であると思いまし た。
消費者被害の削減 のた めには、法制度の制 定・ 改廃や、適切な執行 権限 の行使によって対応 す
るということが重要であ ります。今回 、当委員会 が 調査・審議の対象としました特定商取引法は、
昨年改正されまして 、悪 質な事業者に対する 対応 措置が様々な形で盛 り込 まれております。施 行
後、国及び地方公共 団体 において、改正法に 基づき、着実に法を運用 して いくことが求められ る
わけでありまして、 当委 員会としては、これ まで の調査・審議の結果 を、今日のお話で参考にな
ることがたくさんご ざい ましたので、そうい うも のも取り入れた上で 何ら かの形でまとめてい く
ということを検討し てお ります。
菅教授におかれま して は、暑い中、しかも 、大 変お忙しいところを審議 に御協力いただきま し
て、誠にありがとう ござ いました。
○法政大学経済学部 菅教 授

ありがとうござ いま した。
（法政大学経済学部 菅教 授退席）
（消費者庁、国土交 通省着席）
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≪３．特定商取引法施行令の一部改正について≫
○河上委員長

それ では 、次の議題に移りた いと思います。

次の議題は「特定 商取 引法施行令の一部改 正に ついて」であります。
この問題につきま しては、不動産特定共同 事業 法の改正に伴うもの とし て、資料２－１にあ り
ますとおり、本年の ７月31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、国土交 通
省からヒアリングを 行い 、審議を行った上で 、委 員会としての判断を 示す ことにしたいと思い ま
す。
消費者庁、国土交 通省 におかれましては、 お忙 しいところ御出席を いた だきまして、誠にあ り
がとうございます。
施行令改正の概要 につ いて、大変短くて恐 縮で すが、合わせて15分 程度 で説明をお願いいた し
ます。
○消費者庁佐藤取引 対策 課長

それでは、ま ず最 初に私から御説明を させ ていただきます。

お手元の資料２－ ２を御覧いただければと思い ますけれども、不動 産特 定共同事業法の改正 に
伴います特商法の適 用除 外に関する諮問でご ざい ます。この紙にも書 いて ありますように、不 動
産特定共同事業につ いて は、不動産特定共同 事業 法に基づきまして、 従来 から特商法の適用除 外
という扱いになって おっ たわけですけれども 、今 般、所管の国交省さ んの ほうでこの法律を改 正
されまして、新たに 小規 模不動産特定共同事 業法という制度を創設さ れた ということでござい ま
す。
この小規模不動産 特定 共同事業についても 、従 来の不動産特定共同 事業者と同様に特商法の適
用除外とさせていた だく ことが適当なのではない かと考えておりまし て、 その旨、委員会にお 諮
りするものでござい ます 。
そう考える理由はこち らに書いてあるとお りで ございまして、従来から 同様のメルクマールに
則して判断し、この 不動 産特定共同事業という法 律において適切な消 費者 保護が図られるので は
ないかと考えるとい うこ とが、結論において はポ イントでございます 。
時間も限られてお りま すので、もしよろし けれ ば、国交省さんからこの 制度改正の内容につい
て御説明をいただけ れば と思います。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

国交省の不動 産

投資室長でございま す。
若干アピールとい いま すか、補足させてい ただ きますと、この事業 でご ざいますけれども、小
規模不動産、空き家など を主に地方部等で再 生い たしまして、地方創 生を 推進するという目標 に
高い評価を国会でも頂い て、制度改正をお認 めい ただいたものでござ いま す。
なお、投資家保護 措置 につきましては、訪 問販 売や過量販売という 条件 なく、クーリング・ オ
フが無条件に適用可 能と いうことで、強力な投資 家保護措置を講じて おる のではないかと考え て
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ございます。
なお、法制定より20年 以上たちますけれど も、 刑事事件になったよ うな 案件もないという状 況
でございます。
以上を踏まえまし て、本日、御議論、御意 見をいただけると大変有 り難 いと考えております の
で、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。

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、お願い いた します。
○大森委員

クラウ ドフ ァンディングのこと なの ですけれども、一般 の人 からお金を集めて事 業

をした場合、安全に 確実 に使われているのか どう か、私が投資家であ った らいつも見たいなと 思
うわけですけれども 、そ の状況はホームペー ジで 公表するとか、そう いう ルールはないのでし ょ
うか。
○国土交通省土地・ 建設 産業局不動産市場整 備課 不動産投資市場整備 室担 当者

制度は詳しく は

今後省令等で定めて いく のですが、投資家に 対し ては、ホームページ等を 通じた情報提供を義 務
付けてまいる予定で して 、また、所管省庁に 対し ては、事業報告書等 を通 じて事業の状況を報 告
させて、それを見る とい うことを予定してお りま 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。
池本委員長代理、 お願 いいたします。
○池本委員長代理

池本 でございます。

今回の小規模不動 産特 定共同事業というも のが、パブコメで付され てい るものによると、１人
の出資額が100万円 で、事 業者の資本金が1,000万。 その意味では、出資 しや すい小規模な金額に
なり、しかも、事業 主体 も比較的参入しやす い額 になっていく。それ が地 方における不動産活 用
というニーズからだ とい うことも一方では理 解で きるのですが、他方 で言 うと、悪質な業者も 参
入しやすくなる。あ るい は、高齢者など余り 実情 がよく分からない人 も誘 いやすい金額になっ て
しまうということが あり ます。
そこで、気掛かりなの が、条文の制度とし ては 、行政権限などがち ゃん と手当てされており 、
登録制があり、業務 に対 する監督権限がある ので すが、例えば消費生 活セ ンターなどにそうい う
苦情が寄せられたり とか ということが国交省 の担 当部署等の間でどの よう な形で情報連携をし 、
どうそれが執行につ なが ることになるのか。 その辺りの連携体制につ いて お伺いしたいと思い ま
す。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

国交省でござ い

ます。
苦情の共有につき まし ては、御指摘を踏 まえまし てPIO-NETを使って私 ども としても把握してい
く。あるいは、消費 生活 センターに対しても 説明会等をきちんと開催 して いくということで、連
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携して投資家保護を図っ てまいりたいと考え てご ざいます。
○河上委員長

よろ しい ですか。

今度、電子的な方 法で もって契約ができる よう にしようかというお話で すけれども、特商法並
みの保護ということ にな ると、一つ大きな手段がク ーリング・オ フですが、具 体的にクーリング ・
オフはどういう形で起算 点を考えていく御理 解な のですか。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

正式には省令 等

で規定していくとい うこ とでございますけれ ども、類似の立法例が保険 業法等にございますので、
そちらの規定に倣い まし て、投資家のほうに 書面 が到達したときに起 算点 が開始されるという こ
とにつきましてきち んと 規定する、明確化す ると いうことで行ってま いりたいと考えてござい ま
す。
○河上委員長

具体 的に 電子的に書面が到達する というのは、どうい うこ とを指すのですか。 メ

ールか何かを送るこ とに なるのですか。
○国土交通省土地・ 建設 産業局不動産市場整 備課 不動産投資市場整備 室担 当者

類似の法律な ど

でも、電子的な書面 の交 付というのは、電子 メー ルの送付ですとか、 ファ イルをダウンロードさ
せる方法ですとか、その データが記録された CD-ROM等を渡す方法が認 められ ているところでござ
います。保険業法な どの 例ですと、クーリン グ・ オフの起算点という のは 、書面に記載すべき事
項が記載されたファ イル が、投資者等が使用する 電子計算機に備えら れた ファイルに記録され た
ときと条文上明確に して ございますので、そ うい った例を参考にする こと を考えております。
○河上委員長

そう しま すと、契約をするこ とに なったときに、相手 から のクーリング・オフが

できますということ を書 いた書面がダウンロ ード されて顧客のパソコ ンの 中に入ったというこ と、
それはどうやって確 認す るのですか。ダウン ロー ドしなければいつま でも 到達しないのでしょ う
か。
○国土交通省土地・ 建設 産業局不動産市場整 備課 不動産投資市場整備 室担 当者

具体的な確認 の

方法は、実務におい て工 夫されるところでは ない かと思いますけれど も、法令上の解除が、ク ー
リング・オフが認め られ るかの要件としまし ては 、顧客が使用する電 子計 算機に記録がされた日
から一定期間以内か どう かということでござ いま す。
○河上委員長

ほか にも 類例があるとおっし ゃっ ていましたけれども 、実 はクーリング・オフ規

定が電子的な取引の 中で 使われる例としては 、今 回のものはかなり早 い段 階のもので、形の上 で
相当しっかりとしたもの になる必要があるの では ないかと思うのです 。ほ かの類例のためのモ デ
ルにもなる可能性がある ので、一体どの段階 でこ れを顧客が書面を手 に入 れてクーリング・オ フ
権を行使できるよう にな ったかをはっきりと 客観 的に示す、必要があるの ではないかと思われ ま
すが、その辺りの詰 めは ある程度なさってい ると 考えてよろしいです か。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

省令はこれか ら

制定作業に入るもの でご ざいますけれども、保険 業法や金融商品取引法等 で既に類例がござい ま
すので、そこから遠 く離 れた規定ぶり等には なら ないだろうなと私ど もと しては考えておりま す
ので、御意見を踏ま えて検討してまいりたい と考 えております。
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○河上委員長

これ まで は、書類を相手に示 して 情報開示をするとい うた めの交付の手続とし て

色々言われていたこ とだ ろうと思うのですけ れど も、クーリング・オ フのための前提としての 通
知というものに関し ては比較的新しいことなので 、そこは区別して考 えていかないといけない と
思います。
池本委員長代理、お願 いいたします。
○池本委員長代理

今の 質疑に関連して、特 に消 費生活センターへ真 っ先 に相談が入ったときに

的確に助言ができる よう にするためには、例 えば特定商取引法などで は、紙の書面交付義務を 前
提に、これまで大半 のク ーリング・オフ制度 はそ うだったのですが、 幾つ かある電子データで の
交付という場合に、何を 起算日にするか、起 算点 にするかという辺りはき ちんと明確にし、な お
かつ、それを相談の現場 に周知していただき たい と思います。
もう１点、小規模 不動 産特定共同事業の主 体の 中に悪質業者が参入 しな いように気をつけて い
ただく必要があると いう ことに関連して質問した いと思うのですが、 これ は登録の要件のとこ ろ
で見ますと、宅地建 物取 引業者であることが前提 にあるかと思います 。た だ、最近宅建業の資 格
を持つ者が、宅地で ない 原野商法の二次被害 のよ うなトラブルを起こ した りという、宅建業の 資
格があるのだから安 心だ とは必ずしもならな い、十分な監督が必ずし も出 来ていないのではな い
かというトラブルが 見受 けられるところがあ りま す。その意味では、今回 この小規模不動産特 定
共同事業の登録を受 け、 あるいはその後の事 業活 動を見ていくという 中で 、宅建業者に対する 監
督ということとの兼 ね合 いでは、何か手がか りが あるのか、あるいはどう いう視点でその辺りは
臨んでいかれるのか とい う点について、教え てい ただければと思いま す。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

宅建業サイド と

の連携でございますけれ ども、国交省におき まし ても、はっきり申し まし て、私どもの隣の課で
同じ局で対応してい る状 況でございますし、都道 府県におきましては 、実 質的に一人の同じ者 が
やっているというこ とで 、まさに十分連携し て行 ってまいりたいと考 えて ございます。
１番目の御指摘の 点で ございますけれども 、委 員長の御指摘の点で ござ いますが、保険業法 の
クーリング・オフ、ある いは投資顧問契約のクー リング・オフという とこ ろに電子的方法によ る
到達の確認について 規定 がございますので、こち らも参考にしながら 、今 後検討を深めていき た
いと考えてございま す。
以上です。
○河上委員長
○鹿野委員

鹿野 委員 、お願いいたします 。
御説明 あり がとうございました 。

改めての消費者庁 に対 する質問ないしお願 いで す。この法律だけで はな いのでしょうが、特 商
法については、ほか の法 律によって消費者の 保護 が十分に図られてい ると きには適用除外にな る
ということになって いて 、具体的には今回こ の不 動産特定共同事業法 の改 正による適用除外に つ
いて検討することに なっ ているのですけれど も、その他にも既に適用 除外 になっているいろい ろ
な法律があります。 その法律で消費者がどの よう に保護されるのかに つい て、全部詳しくとい う
ことではないのですが、 主なところについて は、消費者庁のホームペ ージで簡単に、例えば一 覧
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表で見られるとか、 そう いう周知の仕方はさ れているのでしょうか。
消費者においては、恐 らく、自分のトラブ ルに関係するところにつ いて、消費者庁のホームペ
ージをまず見ようと いう ことは割とよくある 行動 パターンではないか と思 うのです。けれども 、
ほかの法律についてどこ で探せばいいのかを 調べ ること。例えば今回 で言 うと国土交通省のサ イ
トを見るということ は、 可能ではあるけれど も、 なかなか難しいので はな いかと思うのです。そ
こで、消費者庁のホ ームページとか、その他 の方 法で適切に消費者に その ような情報提供がな さ
れているということが必 要だと思いますけれ ども 、現状どうされてい るの かということと、将 来
的な方向性について お伺 いしたいと思います 。
○消費者庁佐藤取引 対策 課長

御質問ありが とう ございます。

私どもも特商法及び関連の規定については、できるだけ分かりやすい形で広報をするように
日々努めているとこ ろで ございまして、以前 も御 紹介申し上げたかも しれ ませんけれども、私 ど
ものほうで「特定商 取引 法ガイド」というホ ーム ページのワンセクシ ョン を設けまして、特商 法
全体の説明とか、できる だけ分かりやすい、 でき るだけ役人的でない よう な説明に努めている と
ころではあります。
その中で、適用除 外に関するセクションもある のです。そこでは具 体的にどういうような法 律
に基づくどういう制 度が 適用除外になってい るか が書いてありまして 、御質 問の趣旨からすれば、
例えばそこから各省 の当 該制度に関するとこ ろに リンクが張れないの かと か、そういうような こ
とかとも思うのです。そ こは全体として、本 丸も もっと分かりやすく しな ければいかぬという 要
望も非常に強い中で 、我 々が限られたリソー スというのは、要するに人手 とお金と両方あるの で
す。どこまで対応で きる か、現実的な問題も ある のですけれども、非 常に 貴重な御指摘だと思 い
ます。実は「特定商 取引 法ガイド」について も、 多言語対応と視覚が 不自 由な方のための音声 で
閲覧ができるように する ための手当てを、昨 年度 特別に予算を頂いてやっ たということもあり ま
す。これもまた予算 の問 題なども色々あるの です けれども、今後機会 を捉 えて、そういう適用 除
外についてもできる だけ分かりやすい広報も 前向 きに検討していきた いと思います。
○鹿野委員
○河上委員長

お願い いた します。
クラ ウド ファンディングを使 うこ とになったときに、 みん なから集めたお金は、

ある一定の額まで達 するかどうかということ で条 件にしてあるのでし ょう けれども、この集め た
お金の保全措置のよ うな ものは、何か仕掛けを考 えておられるのでし ょう か。
○国土交通省土地・ 建設 産業局不動産市場整 備課 不動産投資市場整備 室担 当者

事業者が集め た

お金の分別管理につ きま しては、まず法律で 分別管理の義務がかかっ てお りまして、その具体 的
な方法は省令で定め てい るところでございま す。 現在は預金などの名 義を 変えて、別預金で貯 金
する形で分別管理す るこ ととなっているので すが 、そこも御指摘を踏 まえて検討したいと考え て
おります。
○河上委員長

民事 信託 とか、考えていない わけ ですね。

○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

制度的には特 別

目的会社という別会 社を 立ち上げて、完全な倒産 隔離を図るというス キー ムも御用意してござ い
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ますので、そちらも 使わ れるかなと考えてご ざい ます。
○河上委員長

それ は今 からさらにスキーム を立 ち上げるわけですね 。も う出来上がっているの

ですか。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

もう出来上が っ

ています。
○河上委員長

もう １つ ですけれども、不動 産特 定共同事業というも のは、特に宅建関係の方 を

中心にやっていくわ けで すね。そういう人は 、い わば利益の分配の話 はど ちらかといえば素人 で
す。そう考えていく と、 なかなか事業そのも のをコントロール出来ている のかが心配ですし、中
にはうまくそうした 事業 が運営出来ていない 場合 も出てくる可能性が ある だろうと思うのですが、
そういうものをモニ ター していくことについ て、例えば国交省の担当 部署 では、最初の入口で は
もちろんチェックす るの でしょうけれども、 その 後もモニターしてい くと いうことは考えてお ら
れますか。
○国土交通省佐藤土 地・ 建設産業局不動産市 場整 備課不動産投資市場 整備 室長

最初の入口で、

人的な資格要件とし て、不動産証券化マスタ ーな どきちんと金融的な知識 も含めてある者がき ち
んと業務を行うよう にと いうことで規定してござ います。なお、当然 法律 上、それを５年に１ 回
の更新制ということ でチ ェックしていくこと はも ちろんでございますけれ ども、毎年の事業報 告
書等々もございます 。あ るいは、そちらを踏 まえまして、立入検査な ども行ってしっかり状況 を
把握して監督等を行 って まいりたいと考えて ござ います。
○河上委員長

ほか には いかがでしょうか。

大体よろしゅうご ざい ましょうか。
不動産の特定共同 事業 法については、新し い制 度になるということ で、 私どもとしては、問 題
のある事業者がその事業 に参入してくること を防 ぐために、事業が適 切に 行われているかについ
ては、やはり継続的な実 態把握と監督が大切 では ないかと考えたとこ ろで す。また、小規模不 動
産特定共同事業の制 度を 投資家となる方々に 周知 することだけでなく て、過 去の類例を踏まえて、
この制度を悪用した 投資 詐欺等の防止に向け て、 消費者に注意喚起を する など、消費者被害の 未
然防止に向けて取り 組む とともに、適切な監 視・監督という観点から 、国 民生活センターや消 費
生活センターへの情 報提 供などの連携をぜひ図っ ていただければと思 いま す。
当委員会としては 、本制度を悪用した消費 者被 害の発生を未然防止 する ことが非常に重要で あ
ると考えていますの で、 国土交通省及び消費 者庁 が連携して取り組ん でい ただければと考えて お
ります。
クーリング・オフの問 題ですが、先ほど少 し御 質問させていただき まし たが、書面交付とい う
ものは必ずしも書面 に限 らないで電磁的な書 類に よる提供でも可能になる ということになりま す
けれども、こうした 制度 設計は比較的珍しい 、ま だ初期の段階のもの では ないかと思います。 書
面交付はクーリング ・オ フの起点となるもの であ りますので、その交 付形 態や時期については消
費者にとっても非常 に重 要な情報であろうと 思わ れます。そのため、 消費 者被害やトラブルの 未
然防止という観点か ら、 今後この制度の周知 に関 しては、この制度を所管 する国土交通省にお い
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て、クーリング・オ フの 起算点を明らかにし て、周知を図るというこ とを ぜひ徹底願いたいと 考
えております。
これらの点を踏ま えま して、当委員会とし て、 本件答申とは別に、国土 交通省に対して小規 模
不動産特定共同事業 に対 する意見表明を行い たい と思います。なお 、消費者 庁におかれましても 、
国土交通省に対する意見 表明とは別に、本件 諮問 に対する答申の中で 一定 の留意していただき た
いこととして、この 国土 交通省と連携すべき 点について触れることに した いと思います。
それでは、事務局から答 申及び意見表明の素 案が 出ておりますので、お配り したいと思います。
（追加資料配付）
○河上委員長

それ では 、事務局から簡潔に 答申 案及び意見表明案の 内容 を説明願います。

○丸山参事官

お配 りし ております資料は２ 種類 ございます。一つが 答申 書案というもの、も う

一つは不動産特定共 同事 業法に基づく小規模 不動 産特定共同事業に対 する 意見、こちらも案とな
っております。
まず最初に前者、 答申 書案について御説明 させ ていただければと思 いま す。
こちらですけれど も、 まず柱書きのところ の１段落目でございますが、 こちらにつきまして、
平成29年７月31日付消取 引第223号をもって当委員 会に諮問のあった下 記事 項、これにつきまして
は、いわゆる特商法 の適 用除外、本件につき まし ては、小規模不動産 特定 共同事業者が行う小 規
模不動産特定共同事 業と いうことでございま すけれども、こちらにつ いて は、特定商取引法の 趣
旨に鑑み妥当であり 、そ の旨、答申すること にな っております。
なお、こちらにつ きましては付言が付され てお りまして、以下、二 つ目 のパラでございますけ
れども、
「なお」以下でご ざいますが、こ ちら、不動 産特定共同事業法に 基づ く小規模不動産特定
共同事業制度を悪用 した 消費者被害の発生を 防止 するため、消費者庁 にお いては、消費者行政 の
司令塔としての機能 を発 揮して、以下の事項 につ いて、国土交通省と 連携 して取り組むことと い
う形でされておりま す。
以下、三つの点に つい て整理してございます。
１．小規模不動産 特定共 同事業に関し、問題 のある 事業者が同事業に参 入す ることを防ぐため、
国及び都道府県の不 動産特定共同事業法を担 当す る部署は、同共同事 業者 の登録・更新時はも と
より、それ以外の時 期に ついても継続的に運 用実 態の把握に努めるこ ととしております。
２．小規模不動産 特定 共同事業の制度につ いて 、消費者（投資者）が同 制度を十分に理解で き
るよう周知を図るこ と。 また、こうした投資 ファ ンドの悪用に関する 過去 の類例を踏まえ、同 制
度を悪用した投資詐 欺等の消費者被害を防止 すべく、消費者に対する 注意 喚起等、適切な対応を
行うこと。さらに、 消費 生活センターに対し ても 消費者からの相談に対し 、適切に助言等の対 応
ができるよう同制度 の周 知を行うこととして おり ます。
３．小規模不動産 特定 共同事業者の行う事 業内 容について適切に監 督を 行う観点から、国、 都
道府県の不動産特定 共同 事業法の担当部署等 は、 国民生活センターや 消費 生活センターと事業 者
に対する苦情を共有する などの連携を図るこ とと なっております。
後者のほう、不動 産特 定共同事業法に基づ く小 規模不動産特定共同 事業 に対する意見の案に つ
24

いても併せて御説明 させ ていただきます。
こちらの柱書きで ござ いますけれども、１ パラ 目、２パラ目につい ては 、先ほど申し上げた 諮
問への答申のことに つい て述べてございます 。３ パラ目でございますけれ ども、他方で、不動 産
特定共同事業法に基 づく小規模不動産特定共 同事 業の運用に当たって は、同制度を悪用した消 費
者被害及び消費者ト ラブ ルを防止するために、同 法を所管する国土交 通省において、関係省庁 と
連携しつつ、下記の事項 について取り組みを 行う ことを求めるという こと を言っています。記 以
下につきましては、諮問 への答申案についてさき に説明させていただ きま したが、１から３の 事
項について記してい るも のでございます。
説明は以上です。
○河上委員長

どう もあ りがとうございます 。

それでは、答申案 及び 意見表明案について 、そ れぞれの内容が重な る部 分があることを踏ま え
まして、二つ合わせ て検 討を行いたいと思い ます 。御意見のある方は 、簡 潔に御発言をお願い い
たします。なお、御 発言 に当たっては、消費 者庁 に対する答申案への意見 なのか、それとも、 国
土交通省に対する意 見表 明案への意見なのか 、あ るいは双方に対する 意見 なのかということを あ
らかじめ明らかにし て御 発言を頂ければと思 いま す。
いかがでしょうか 。
池本委員長代理、お願 いいたします。
○池本委員長代理

基本 の問題として、こ れを適用 除外にするという結 論は もちろん賛成ですが、

先ほど来のやり取りがあ りましたように、こ れを 悪用する例が出るの では ないかというのが、幾
つかのところから危 惧の 念が出ておりますの で、国 土交通省、そして消 費者庁が相互に連携して、
この点について継続 的にウオッチしていただ きた いということは特に お願 いしたいと思います 。
それから、先ほど のや り取りの中で、クー リン グ・オフの起算日、 契約 書面が電子データで も
よいという運用であ るこ とが、特に一般の消 費者やあるいは消費生活 セン ターなどにも分かりや
すく周知していただ く。 これは国交省にお願 いす ることでしょうか。 この点も加えてあったほ う
が有り難いと思いま す。
○河上委員長

いか がで しょうか。

特に先ほどの国交 省に クーリング・オフの件に ついての周知方をお 願い するということにつ い
ては、よろしいでし ょう か。
それでは、それを付け 加えるという形をと りた いと思います。
ほかにはいかがで しょ うか。
問題が出てこなけ れば一番いいことなので すけ れども、ただ、以前 に適 格機関投資家等特例 業
務などで、投資ファ ンド で活用した事業の中 に、 これを悪用して、集 める だけ集めてどろんし た
という例がたくさんある わけです。1,000万 ぐらい の資本を持った小さ な事 業者が100万ずつ、 み
んなから集められる とい うのは、悪質業者に とっ て、本当に「手ごろ な」商材でして、その意 味
では、大変危惧するとこ ろが大きいものです から 、念には念を入れて 消費 者保護のための対策 を
打っておきたい。こ れが老婆心になれば一番いい ことではあるのです が、 そういうことで御理 解
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頂ければと思います 。
よろしいでしょう か。
そうなりますと、先ほ どの配付していただ いた案に、さらに国交省 に対 する関係で別途意見表
明を行い、消費者被 害の 防止のための取組に つい て求めていくという こと で、その際にクーリ ン
グ・オフに関する、特に 起算点の問題が大き いと 思いますけれども、その 考え方等について明 ら
かにして、消費生活セン ター等とも情報の共 有を ぜひ図っていただき たいという形で意見表明を
していきたいと思い ます 。
ひょっとして、新 しい 案の用意もあったり はし ないですね。分かり まし た。
それでは、そうい う形 で修正するというこ とで 、その修正の表現等 は私 に一任していただい て
よろしゅうございま しょ うか。
それでは、私のほ うで 原案を修正した上で 答申 及び意見表明をした いと 思います。今回検討 い
ただきました小規模 不動 産特定共同事業に関 しま しては、この制度を 悪用 した投資詐欺による 被
害の発生が懸念され るわ けですので、当委員 会と しても、同制度の運 用状 況を今後注視してい き
たいと考えておりま す。
消費者庁、国土交 通省 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、誠に あ
りがとうございまし た。
（消費者庁、国土交 通省 退席）

≪４．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 員の皆様におかれま しては、委員室までお集 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 。
それでは、16時を めど に委員会室にお集ま りく ださい。
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