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≪１．開会≫
○髙委員長

皆様、 おは ようございます。

本日は全国津々浦 々か らここに御出席いた だき まして、ありがとう ござ います。
これから「消費者 団体 ほか関係団体等との 意見 交換会」を開催させ てい ただきます。
本日は、所用によ りま して消費者委員会側 は受 田委員、大森委員、 山本 委員が欠席となって お
ります。
まず初めに配付資 料の 確認につきまして、 事務 局よりお願いいたし ます 。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部に配 付資 料一覧を記載してお りま す。

資料１〜６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 出い ただきますよう、よ ろし くお願いいたします 。

≪２．消費者団体ほか関係団体等との意見交換について≫
○髙委員長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。

本消費者委員会は 、委 員会の運営改善など の参 考とすることを目的 にし まして、適宜消費者 団
体を初めとした関係 団体 等の皆様より御意見 、御 要望をお伺いすると とも に、委員との意見交 換
を行っております。
本日は６つの団体 の皆 様にお越しいただい てお ります。私のほうか らま ず簡単に紹介をさせ て
いただきます。
NPO法人青森県消費 者協 会より、理事長の大 塚和 則様、副理事長の小 笠原 勤様。
東京消費者団体連 絡セ ンターより、事務局 長の小浦道子様、事務局の池 田京子様。
NPO法人京都消費者 契約 ネットワークより、理事 長 で弁護士の野々山宏 様、理 事・事務局長で弁
護士の長野浩三様。
NPO法人えひめ消費 者ネ ットより、理事で弁 護士 の野垣康之様、理事 で司 法書士の池田誠治様。
NPO法人佐賀消費者 フォ ーラムより、理事の喜多 裕彦様。
NPO法人消費者市民 ネッ トワークおきなわよ り、理事長で弁護士の三宅 俊司様、理事で弁護士の
横井理人様。
皆様におかれまし ては 、お忙しいところ御 出席 いただきまして、改 めて 御礼を申し上げます 。
本日の意見交換会 のテ ーマとしまして、「 消費 者基本計画工程表改 定に 向けた要望等」のテ ー
マを挙げさせていた だい ております。御出席 いた だいております皆様 から 、忌憚のない御意見 を
いただきたいと思い ます 。
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最初に、御参加い ただ いた団体の皆様より 説明 、御意見をお伺いし 、そ の後、まとめて委員 と
の意見交換の場を設 けた いと思っております 。
それでは、最初に 青森 県消費者協会より御 説明 をお願いいたします 。な お、本日は多くの団 体
様にお越しいただい てお りますので、恐れ入 りま すけれども、説明は 各々10分程度でお願いし た
いということでござ いま す。よろしくお願い いた します。
○青森県消費者協会 大塚 理事長

青森県の大 塚で ございます。

今日は小笠原と一 緒に 参りました。説明に つい ては私と小笠原から 分担 して説明させていた だ
きます。
まず最初に、この よう な場を設けていただ きま して、消費者庁の皆 さん 、委員会の皆さん、 本
当にありがとうござ いま す。
それでは、書き物 に沿 って説明をさせてい ただ きます。
青森県の消費者協 会で ございますが、昭和40年６ 月に全国で８番目に 設立 されました。一昨年 、
50周年を迎えまして 、さ さやかですが、50周 年の 記念事業をさせてい ただ いたほかに、記念誌 も
発行させていただき まし た。
設立当時は、どこ もそ うだろうと思います が、 経済団体がこういう 組織 を作りまして、経済 団
体のほうに、商工会 議所 でございますが、そ こに 事務局を置いてしば らく 活動しておりました 。
その後、県のほうで 消費 者行政担当課ができ まし たので、そちらに事 務局 を置いていただいて 、
細々とずっとやって きた 。その後、消費者団 体が 各市町村にできまし て、 それを契機に活動の 輪
が広がっていきまし た。
平成14年にNPO法人 を取 得いたしまして、平成16年 に県から消費者相談 セン ターの委託を受けま
して、本県の特徴だ と思 いますが、センター の事 務と県から受けた様 々な 教育に関する活動を 、
私どもの一番の特徴 は、 県から受けて事業を 展開 していることの、そ うい う活動の場が広がっ て
いるということだと 思っ ています。
現在は81名の会員 がご ざいまして、高齢化 とと もに減少傾向にあり まし て、会員を増やすと い
うことが非常に重要 な課 題になっております 。１ つは経済団体を取り 込ん で事業者を取り込ん で
支援をしていただい て、そ の中で活動していく こと が一番いい方法だろ うな と思っておりますが、
なかなかそれも進ま ない ということで、これ から も活動を広げていき たい 。
２点目、次のペー ジで ございますが、適格 消費 者団体設立に関する 見通 しについてでござい ま
す。実は県からの委 託事 業で平成25年に適格 団体 について検討するこ とを 様々調査したり、活 動
したり、ある程度そ の内 容をまとめて、そう いう 活動をしてまいりま した 。その中でも京都に も
出かけさせていただ いて 、実際に活動されて いる 団体の設置状況など につ いていろいろ伺った 次
第でございます。
その中で私どもと して は今、弁護士と活動 を続 けておるのでござい ます が、委員会なるもの を
立ち上げた。これは セン ターの中に弁護士さ ん、 司法書士さん、大学 の先 生方を集めて勉強会 を
今でもやっておるの です が、その中で様々な 議題 を拾ってきまして、 この 前、お問合せという も
のを実はいたしまし た。 そうしたところ、業 者の ほうが全然こちらの 話に 対して、そうなんで す
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かということで、す ごく 改善の方向に向かっ たと いうことで、私ども とし ては非常によかった な
と思っております。
その中でも課題と いう のが、弁護士さんと かそ ういう専門家に来て いた だく。今の委員会と い
うのは無償ボランテ ィア でやってもらってい るの ですが、そこら辺 が非常に 課題だということと、
適格団体になるため に専 門の職員を置くとい うこ とと、多少のお金が 必要 だということと、あ る
程度の実績がないと 認め ていただけないとい うこ とで、それが大きな 課題 になっております。 そ
こら辺のところのい ろい ろなお考えをお聞か せい ただきたい。
３点目でございま すが、消費生活相談員の資 格と 処遇についてでござ いま す。御案内のとおり 、
国家資格ということ で相 談員がそういう位置 づけ になったわけでござ いま すが、実は私どもの 相
談員では３人しか国 家資 格を持っておりませ ん。 今、従前の資格と申 しま すか、アドバイザー と
か、そういう資格で 十分 足りるという考え方 もご ざいますし、そこら 辺、 消費者庁さんのほう で
は国家資格について どう いうお考えなのか。
それから、私ども は業 務を委託しておりま すが 、相談員の待遇改善 が非 常に大きな課題にな っ
ております。県のほ うと 青森市と五所川原市 とい うのがあるのですが 、そ ちらの相談業務を私 ど
ものほうで委託を受 けて おります。相談員と いう のはどこの県もそう でし ょうけれども、非常 に
高度な専門的知識を 有し ますので、今、実際 に直 営で県なりでやって いる センターであっても 、
恐らく相談員は非常 勤な りパートなり、正規 の職 員ではないと思いま す。 その中で処遇改善と い
うのが、私どもは県 のほ うからは非常にいろ いろ 努力していただいて いる のですが、どうも優 秀
な人材を確保すると いう 意味から言っても、 どう も十分な相談員の手 当が 出せていないという の
が実情でございます 。そ の中で国家資格を与 えた 中で、国のほうで例 えば 地方交付税なりで措 置
をしていただくと、 従前 の法律の中ではそう いう 附帯決議があったよ うで ございますが、そこ ら
辺は消費者庁事務局 にな るのかと思いますが 、そ ういうところを受け なが ら、できれば待遇改 善
を国家資格と同時に 図っ ていただければ、我 々と しても今後の相談員 の処 遇につながるだろう と
思っています。
では、次の点につ いて 。
○青森県消費者協会 小笠 原副理事長

消費者教育 の将来展望について お話 をしたいと思います 。

私どもの方では、 平成25年に青森市から若 者を対 象とした消費者教育の事 業を受託し、それを
機縁に関係の大学等とも 調整して、高校・大 学を対象にモデル事業を やっ てきました。その関 連
で一昨年から県内の 大学 ３校と連携協定を結 んでいますが、特に弘前大学 ではモデルとしてシ ラ
バスを作成して、15コマ ぐらいの授業を行っ てき ました。こういった 活動を今後どのように展 開
していけばいいのか 、委 員会の場で御意見等 を伺 いたいと思っている とこ ろです。
消費者教育につい ては、３つの課題といい ます か、これからの方策 につ いて考えています。１
つは小中高校、及び大学 並びに社会人を対象 とし た教育、今理事長が おっ しゃいましたが、当 協
会では３消費生活セ ンタ ーの苦情相談事業を 受託 して、併せて消費者 教育 についても、主に悪 質
商法に対する消費者 啓発 といった分野ですが 取り 組んでいます。ここ を拠点として今後大学連 携
を柱に小中高の教育等を 進めていきたい。そ のた めには人材がどうし ても 必要です。実際のと こ
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ろ消費者への啓発に つい ては主に消費生活相 談員 が担っている訳で、 そう いった方々の研修を 充
実させていきたい。その 他の担い手として消 費者行政や消費者教育を経験 した方や、弁護士や 司
法書士、薬剤師、保 健師 、栄養士等いろいろ な専 門家がおりますが、 そう いった方々、あと消 費
者窓口の業務を経験 して いる企業等の人材、 これ らの人たちの人材バ ンク を形成しながらネッ ト
ワークを構築してい てき たいと考えています 。
次に、福祉団体、 関係 団体との連携につい て、当協会は県民福祉プ ラザ というところに入居 し
ていて、そこに県の 消費 生活センターも置い てあ るわけですが、その メリ ットを生かして、そち
らの団体の人たちと もネ ットワークを進めて おり ます。ただ、消費生 活相 談についてはネット ワ
ークができています が、 消費者教育という面 でい けばまだまだ課題が あり ますので、そちらに つ
いてもより効率的に 、継 続的にやっていけな いか なと思っています。
もう一つは消費者 教育に関連するものとし て食 育、環境、国際理解 教育 等いろいろな分野があ
りますが、これらに つい ても横断的に取り組 んで いく必要があると思 いま す。それぞれお互い に
活動をしているわけ です が、横の連携等を図 りな がら限られた人材を有効 に生かしていきたい 。
青森県は少子高齢化 、過 疎化が進んでいます 。人 材の活用、財政の問 題等 課題はありますが、 こ
こをどう乗り越えて いけ ばいいのか、これか ら考 えていきたいと思っ ています。
以上でございます 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

続きまして、東京 消費 者団体連絡センター より 御説明をお願いいた しま す。
○東京消費者団体連 絡セ ンター小浦事務局長

お はようございます。 本日 はこういう場にお呼 び

いただきまして、あ りが とうございます。
まず東京消費者団 体連 絡センターについて 、ざ っと説明をさせてい ただ きたいと思います。 資
料２となっておりま す。
会員数は現在17団 体で 構成しております。 活動 分野は消費者行政、 消費 生活問題全般につい て
やっております。発 足は1985年、昭和60年でし て、 今年で32年目を迎え てお ります。
活動の経緯及び内 容と いたしましては、当 連絡 センターは消費者の いの ちとくらしを守り、 消
費者の権利を確立す るた めに都内消費者団体 の日 常的連携を強め、東 京に おける消費者運動を 前
進させることを目的 に活 動している消費者団 体の ネットワーク組織で ござ います。
主な活動といたし まし て、消費者行政の充 実・ 強化を求めてという 活動 。それから、東京都 へ
の予算要望。毎年東 京都 と都議会の会派へ行 って おります。それから 、国 や都の施策に対する 意
見の提出。消費者問 題に ついての学習や運動 等を 行っているところで す。
２のところです。 本日 テーマをいただいて おり ます消費者基本計画 工程 表改定に向けた要望 等
ということで、今年 度の 改定に向けたところ に対 して提出した意見を 後ろ にもつけております け
れども、ざっと項目 とし ては７項目、大きな もの がございます。
１枚おめくりいた だき まして意見をつけて おり ますけれども、主な とこ ろをざっと説明させ て
いただきますと、健 康食 品、今、健康への関 心が高く、機能性表示食 品の 需要が伸びておりま す
が、消費者の選択に 資す る表示、広告の適正 化に 向け、さらに監視を 強化 してほしいというこ と
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です。それから、民 間団 体等で機能性表示食 品の 機能をチェックして おり ますけれども、こう い
ったデータを生かし てほ しいということを要 望し ております。また、 ９月 から加工食品の原料 原
産地表示が義務化さ れて おりますけれども、 こち らについても消費者 団体 からは、分かりづら い
表示になっていると いう ことですので、これ は早 急にもっと消費者に 分か りやすい表示になる よ
うに見直しを進めて もら いたいということを、あ わせて来年度の工程 表の ところでも意見を出 し
ていきたいと思って おり ます。
また、安心・安全 なク レジットカードの利 用環 境の整備なのですけ れど も、2020年のオリン ピ
ック・パラリンピッ クに 向けて、このクレジ ット カートのセキュリテ ィー の環境整備が急がれ て
おりますが、主にク レジ ットカードの決済端 末のIC化が喫緊の課題だ と思っ ております。買い物
の際にクレジットカ ード で支払いをすること があ りますが、なかなかIC化 が進んでいないよう に
思っておりますので 、さ らに進めていただき たい ということです。
４月から都市ガスの小 売事業の自由化も始 まり ましたけれども、電 気・ ガス合わせての小売 の
競争が主に都市部で 激化 しております。不正 な勧 誘行為もいろいろ問 題が 聞こえてきておりま す
ので、こちらの取締 りも よろしくお願いした いと 思っています。
４番目の消費者契 約法 の見直しです。消費 者委 員会で取りまとめが 出さ れましたが、私ども 全
面支持をいたしたパ ブコ メを提出したところ です。民法の成年年齢の 引下 げもだんだん見えて き
ておりますので、18歳か ら消費者被害が増加 する ことが懸念されてお りま すので、ぜひそちら の
環境整備が必要だと 思っ ております。
あと７番のところ です 。消費者行政の充実 ・強 化に向けた地方公共 団体 の支援というところ で
すが、先ほども出て おり ましたけれども、消 費生 活相談員さんの処遇 のこ ともございます。私 ど
もは東京の53区市町 村で、消費者行政調査活 動を 行って８年目なので すが、今ちょうどそのア ン
ケートをもとに各区 市町 村を、訪問して懇談 して おりますけれども、 交付 金の使い道に関して は
消費生活相談員さん の研 修、手当に充ててい ると ころがほとんどでご ざい ますので、来年度、 消
費者庁も交付金に関 して少し予算取りをして いる とも聞いております が、 限定した使い道では な
く、それぞれの自治 体が 使いやすくなるよう に、 そこをぜひ要望した いと 思っております。
地域の見守りネッ トワ ークの構築ですけれ ども 、こちらも各行政な かな か進んでいないとこ ろ
ですが、福祉部門と の連 携をもとに進めてい こう と思っているところ がほ とんどでございます 。
ネットワークの推進 をよ り進めやすくなるよ うに 、もう少し国からの 支援 も必要ではないかと 思
っています。
３番目の今後の喫 緊の 課題と考えていると ころ なのですけれども 、受動喫 煙の防止対策法です。
東京都では、オリン ピッ クの開催地というこ とも ありますので、パブ コメ も行われ、これから 条
例ができるところな ので すが、全国的な制度 が必 要だと思っておりま す。 それから、公益通報 者
保護法の改正も急い でい ただきたいところで す。 このところ大企業に よる 不正の事件の報道が 続
いておりますけれど も、 消費者から見えない とこ ろでの不正を公にす るに は、公益通報者の保 護
が何よりも大切だと 思っ ております。
最後のインターネ ット 広告の適正化という こと に関しましては、東 京都 で消費者被害救済委 員
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会というものが行わ れて おります。そちらに委員 として参加しており ます 池田のほうから、こ ち
らについては説明を させ ていただきます。
○東京都消費者団体 連絡 センター事務局池田 氏

東京都消費者被害救 済委 員会に委員としてか か

わっておりますので 、意 見を述べさせていた だき ます。
私は「いわゆる健 康食 品の定期購入に係る 紛争 」という案件にかか わり ました。この概要で す
けれども、４人の 申立人の 方がスマートフォン を見 て500円のサプリメン トを お試しだと思って注
文したところ、２回 目の 商品が送られてきて びっ くりして、それが６ か月 の定期購入であり、 解
約もできない、解約 する なら違約金が発生す ると いうようなものでし た。 申立人の皆さんは、 ２
回目以降は払いたく ない というお申出でした ので、救済委員会としては 最初 の１個500円のみの契
約が成立するという こと であっせんを行いま して 、無事解決に至りま した 。
なぜ今回このよう に６ 回の定期購入契約で ある ということではなく 、お 試しだと消費者が思 っ
たのかということを 考え ますと、スマートフ ォン という非常に小さな 画面 をスクロールしなが ら
購入するかどうかを 判断 するのに、契約内容 など の大切なところの文 字の ポイントが大変小さ く
て分かりづらい。そ して 限定何百名とかいう お得感とか、効果・効能 など 、そういうところだ け
をいっぱい目立たせ て、 繰り返し画面に表示 して 、買いたいという気 持ち にさせるというよう な
手法に乗せられたの かな と思いました。
販売事業者に聞い たと ころ、自分たちは定 期購 入であることをちゃ んと 記載していることを 主
張しました。
私がこの案件を通 して 思ったことは、消費 者も よく注意して契約し ない といけないと思いま す
けれども、やはり 事業者に 対して消費者が明確 に認 識できるような分か りや すい表示というもの、
それから、トラブル への 対応などに対して法 的な 規制とか、行政指導 がも っと強くあったらい い
のではないかと感じ まし た。
このような相談は 、全 国ではたくさん消費 生活 センターなどに寄せ られ ていると聞きます。 相
談せずに泣き寝入り して いる人が、私たちが 思っ ている以上にいると 私も 感じています。です の
で横断的な法令の厳 正な 執行、見直しを消費 者庁 が関係する省庁に働 きか けて、早急に進めて い
ただきたいと思いま す。
同時に、今はスマ ホも 小学生から持ってい る時 代です。成年年齢も 引き 下げられます。学校 教
育現場での消費者教 育も ますます必要と考え ます 。これも文部科学省 など とも連携していただ い
て、時代に対応した 消費 者教育を進めていた だき たいと思います。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

続きまして、京都 消費 者契約ネットワーク より 御説明をお願いいた しま す。
○京都消費者契約ネ ット ワーク長野弁護士/理 事・事務局長

京都消費 者契 約ネットワークの長 野

です。
資料は３を御覧く ださ い。最初の２枚がレ ジュ メでして、その後ろ の通 し番号が振ってある も
のが資料になります 。レ ジュメに沿って御説 明し たいと思います。
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まずKCCNの概要で すが 、京都を中心として 活動 する適格消費者団体 です 。2007年12月に４番 目
の適格消費者団体と して の認定を受けており ます 。KCCNは全国の消費 者団 体の中で一番多くの 差
止訴訟を行っている 団体 でして、全体の約３ 分の １の訴訟を担当して おり ます。地元の京都新 聞
では、全国で最も戦 闘的 と言われる適格消費 者団 体として紹介された こと もあります。
KCCNの差止請求活 動で すけれども、①のク ロレ ラチラシ配布差止請 求事 件があります。この 件
はサン・クロレラ社 とい う会社が「日本クロ レラ 療法研究会」という名称 を用いて、クロレラ な
どについてがんに効 くな どとする新聞折り込 みチ ラシを配布していた もの です。この件につい て
は一審の京都地裁で は差 止めと公告の全面勝 訴の 判決を勝ち取りまし たが 、控訴審では事業者 が
チラシの配布を中止 した ことから、差止めの 必要 性がない、さらには 消費 者契約法の勧誘には チ
ラシなどは含まれな いと いうことで取り消さ れ、 当団体が最高裁に上 告し たところ、最高裁は 差
止め自体は必要性が ない ということで請求は 棄却 したものの、消費者 契約 法の「勧誘」要件に つ
いては不特定多数の 消費 者に向けられたもの であ っても含まれ得ると いう、消費者庁の見解を 真
っ向から否定する画 期的 な判決を勝ち取りま した。その後、消費者庁は 解説を 改訂しております。
②のインターネッ ト接 続サービス契約解約 料条 項使用差止請求事件です けれども、これはイ ン
ターネット接続サー ビス の解約料が高額なも ので あるとして差止請求 した もので、全面勝訴し て
おります。
③の健康食品お試 し価 格表示差止請求事件 。こ れは先ほどの東京都 のセ ンターの方々が詳細 を
御説明したとおりの 内容 ですが、これについ ても 当団体では差止訴訟 を提 起しまして、事業者 が
980円という表示自体 を削 除したため和解で解 決し ております。
④の冠婚葬祭互助 会の 解約金条項の使用差 止請 求事件も、これも勝 訴で 解決しております。 こ
れと同種の契約は全 国で2,000万件あると言わ れて おりまして、社会 的影響力 が大きかったもので
す。
その他、結婚式場 の差 止請求事件とか、携 帯電 話、マンション賃貸 借契 約条項などの差止請 求
事件を担当しており ます 。
３のKCCNの最近の 意見 書等に移ります。KCCNの 最近の意見書は消費 者契 約法、特定商取引法 等
の法改正に関するも の、それから、地方消費 者行 政の充実強化を求め るも のなどがありますが 、
添付書類にあります ので 、また詳細は御確認 いた だければと思います 。
４の工程表に対す る意 見その１に移らせて いた だきます。その１は 私が 申し上げまして、そ の
２を野々山理事長か ら御 説明します。
その１の①ですけ れど も、不当な表示に係 る事 案に対する景品表示 法の 厳正な執行について と
いうことであります 。先 ほど申し上げたとお り、KCCNは健康食品など のお試 し商法について差止
請求をしております が、 これについては結局 、業 者はやめることはや める のですが、また新た に
同じような商法が出 てき ている状況ですので 、消 費者庁において措置 命令 を含む厳しい対応が 必
要だと考えておりま す。 これについては声明 を出 しておりまして、資 料の25ページ以下にあり ま
すので、また後ほど 御確 認ください。
さらに水素水につ いて、アフィリエイトサ イト での医薬品的効能を 表示 するような表示の差 止
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請求もしております 。こ れについても差止請 求す ると業者というかア フィ リエイトもやめるの で
すけれども、また別 のサ イトを立ち上げてや って いるような状況がず っと 続いておりまして、 消
費者被害も非常にた くさ ん生じている状況で すの で、これについても 適格 消費者団体がちまち ま
差止請求しても全く なり ません。ちまちまではな いのですけれども、 一生 懸命やっているので す
が、やってもなかな かな くなりませんので、 消費 者庁のほうできちん と措 置命令、それから、 そ
の行為に対する罰則 の適 用等の厳しい対応を して いただく必要がある と思 います。
特に消費者庁にお ける 措置命令の件数につ いて は、消費者庁移管前 と比 べたら若干減ってい る
と思いますし、平成 27年度 はかなり減っていた と思 いますので、この執 行体制 の強化は工程表云々
ではなくて、すぐや って いただかなければい けな い問題だと思ってい ます 。
②の適格消費者団 体及 び特定適格消費者団 体に 対する支援のあり方 の検 討ですけれども、こ れ
については特に財政 的な 支援を要請したいと 思い ます。これについて は本 当に適格消費者団体 の
運営は、我々の団体 で年 百数十万円程度で、 ボラ ンティアでやってい るよ うな状況です。これ に
ついては国会の附帯 決議 等でもたびたび検討 事項 としてされていますが、 有効な支援策がなさ れ
ていないような状況 です ので、即時の即効的 な財 政支援策の策定をお 願い したいと思います。 ま
た、PIO‑NET端末の公費 負 担での設置もお願い した いと思います。さらには 適 格消費者団体、特定
適格消費者団体の認 知度 が低いため、これを 早急 に上げる施策も必要 だと 思います。
③の消費者裁判手 続特 例法の円滑な適用に つい てですけれども、こ れに ついてはそもそも対 象
となる請求権が個人 情報 漏えい事案、それか ら、 有価証券報告書の虚 偽記 載事案などの有効に 機
能しうると思われる 事案 が除外されている点 等、 使い勝手が悪い点が 多い ため、早急な改善が 必
要だと考えておりま す。 国民生活センターに よる 立担保の立法がなさ れて おりますが、これに つ
いても円滑な運用が 必要 です。
④の地方消費者行 政の 充実・強化に向けた 地方 公共団体への支援に つい てですけれども、見 守
りネットワークの構 築に ついては福祉分野と の連 携が必要であります 。あ と、消費生活相談員 に
対する処遇も改善し てい ただきたいと思いま す。
以下は７月28日の 意見 書のとおりです。資 料の ５ページ以下ですの で御 覧いただければと思 い
ます。
以上です。
○京都消費者契約ネ ット ワーク野々山弁護士/理事 長

引き続きまして、私、野々山から御説明し

ます。
今からお話しする中身 は、詳細は添付資料 の当 団体からの意見書に あり ますので、また後ほ ど
御覧になっていただ きた いと思います。
まず第１には、工 程表 にもありますが、高 齢者 の消費者被害の防止 策に ついての強化が喫緊 の
課題であると考えて おり ます。被害が非常に 増え てきて、しかもその 内容 も多様になっている こ
とは御承知のことだ と思 います。工程表には住ま いや身元保証のこと が記 載されておりますが 、
もちろんこれも重要 かと 思いますが、それに 限定 することなく、被害 の予 防、拡大防止、被害 救
済のための有効な政 策と か法制度が必要だと 考え ております。
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特に予防に関して は見 守りの強化がありま すが 、これは消費者団体 や地 方自治体などの消費 者
関連部門だけでは十 分で きないわけでありま して 、地方自治体の福祉 関連 部門をはじめ、老人 ク
ラブや社会福祉協議 会な ど、高齢者団体、地 域で 活動している自治連 合会 などの地域団体等と の
連携が不可欠だと考 えて おります。
私は日弁連でもこ の連 携の問題についての 部門 を担当しております。諸 機関、諸団体は各地 で
様々な取組をしてお りま す。先日行われた北 海道 でのシンポジウムの 中で は、北海道では地域 で
包括地域センターと 消費 生活センターが共同 で事 例検討会をやって対 応し たりしており、そう い
う福祉部門と消費者 部門 との連携というのが 国の レベル、地方のレベ ル、 民間団体のレベルで も
行われる必要がある と考 えています。
第２は、特定商取 引法 の改正等で、いわゆ る不 招請勧誘の事前拒否 登録 制度を早急に実現す る
ことが、高齢者被害 の予 防にとっては重要で ある と考えております。
さらに、最近報告として 私どももよく聞いて いる取り組みとして、金融機関 のATMの高齢者振込
制限措置があります 。こ れをさらに普及する 。警 察庁は非常に努力し てい るようでありますけ れ
ども、消費者庁も含 めて 普及をするべきでは ない かと考えております 。
被害救済につきま して は、消費者契約法の 改正 の中で年齢等を原因 とす る判断能力不足を利 用
したつけ込み勧誘に 対す る取消権の付与や、 年齢 を勧誘に当たって考 慮要 素にするなどの改正 は
ぜひとも今度の改正 で必 要だと考えておりま す。 このことは消費者委 員会 が答申を出した際に 付
言をしたことと共通 する 認識であるところで す。
成年年齢引下げに 対す る対応についても同 様で ありますが、消費者 教育 は非常に重要であり ま
す。重要であります が、 消費者教育だけでは 成年 年齢の引下げに伴う 様々な問題について対応 は
十分ではないと考え てお ります。被害が生じ たと きの救済のための制 度整 備が必要です。消費 者
教育そのものにおい ても まだ環境が十分では ない ので、現時点での引下げ は私ども反対するも の
でありますけれども 、早急 にこの被害に対する 対応 として消費者契約法 の改 正を行う必要がある。
判断能力の不足に乗 じた不当な勧誘に対する 取消 権の付与を行うべき だと いう制度設計をする べ
きだと考えておりま す。
第３番目の消費者 契約 法の改正につきまし ては 、今、言ったことの 繰り 返しになるわけであ り
ますけれども、高齢 者あ るいは成年年齢引下 げに 伴う若年成年の様々な消 費者問題が増加する と
予想される中では、年齢 等を原因とする判断 能力 不足を利用したつけ 込み 勧誘に対して取消権 を
付与する等の改正が 必要 であるということは 、も う一度繰り返して申 し上 げておきます。
もう一つ、私ども 適格 消費者団体が今、差 止請 求等の活動する上に おい てひとつ非常に重要 な
壁となっている規定 があ ります。これが消費 者契 約法９条１項の平均 的損 害の立証責任と、そ こ
に得べかりし利益が 損害 として組み込まれて いる という点であります 。そ れが、本来は不当で、
非常に過大なキャン セル 料等々につきまして 、裁 判等でこれを有効で ある と認定される１つの 原
因となっております 。平 均的損害の立証責任 を転 換すること、そして未履 行の分の得べかりし 利
益がこの平均的損害 には 入らないということ につ いて改正が必要だと 考え ております。
その他、消費者委 員会 や消費者庁への要望 とし ましては、日本のリ ーデ ィングカンパニーが 現
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在、様々な問題を起 こし ております。公正取 引に 対する姿勢に非常に 問題 が多く生じていると 考
えております。消費 者法 の改正に私ども携わ りま すと、事業者の皆さ んか らともすると消費者 取
引の公正化、消費者 市場 の公正化よりも経済 活動 の利便性を強調して 、法改正に反対する傾向 が
あるわけであります が、公正な消費者取引の 実現 ということ自体、そ の中 での取引という公正 さ
の重要性の認識がか けて いるのでその重要性を、 日本のリーディング カン パニーはもっと持っ て
もらいたいと強く思 って おります。その点に 関す る消費者庁あるいは 消費 者委員会の役割も十 分
果たしていただきた いと 思っております。
以上であります。
○髙委員長

ありが とう ございました。

続きまして、愛媛 消費 者ネットより御説明 をお 願いいたします。
○えひめ消費者ネッ ト池 田司法書士/理事

え ひめ 消費者ネット理事の 池田 でございます。

まず、えひめ消費 者ネ ットの団体の概要か ら説 明をさせていただき ます 。資料につきまして は
４になるかと思いま すの で、それに沿ってお 話さ せていただきます。
まずNPO法人えひめ 消費 者ネットは、通称 ひめネッ トというような呼び 名で 活動をさせていただ
いております。
スタートは、平成20年 ６月に愛媛県知事の 認証 を受けて発足をいた しま した。会員構成につ き
まして四角で囲んで あり ますとおり、正会員101名 、賛助会員31名、資格者と しまして野垣弁護士
ほか12名、司法書士 は私 のほか７名というこ とで 、大学の先生も中に 含ま れ、消費生活アドバ イ
ザー、そして消費生 活専 門相談員23名という こと で現在、進んでおり ます 。
まず平成20年度に は愛 媛県との提案型協働 事業 を受託しまして、悪 質商 法被害未然防止のた め
のリーダー養成講座 を中 心に啓発事業を行い まし た。この四国、特に 愛媛 なのですが、地域が ど
うしても田舎なので、悪 質商法としましては情報 が入ってこないせい か、 非常に被害が多い。 た
だ、県民性なのか、 なか なかそれを表立って 皆さ ん自分が被害に遭っ たと いうことをおっしゃ ら
ないものですから 、潜在的 に被害が多い地域と いう ことで問題意識を持 って 対応はしております。
現在、平成25年度 から は適格消費者団体認 定の ための基盤作りとい たし まして、愛媛県からの
消費者団体の提案事 業を 活用しまして、適格 消費 者団体認定の申請に 向け まして活動をしてお る
ところでございます 。
また、平成27年か らは認 定申請のための事業 に向 け、現在その取得に 向け活 動をしております。
本年度も消費者庁に 協議 を開始しまして、何 とか 今年度、適格に向け て申 請を行いたいと思っ て
おります。
平成20年の設立以 来、消 費者からの相談電話、110番活動を行っており ます。事業者の不当な行
為に対する改善を求 める ため、法律専門家等 で約 款等を検討して、現 在も 使用停止と是正を求 め
る申入れをしている とこ ろでございます。
一番下に書いてお りま すとおり、四国には まだ 適格消費者団体が存 在し ておりませんが、消 費
者庁が徳島にオフィ スを 創設し、移転も検討 する ことになっておりま すの で、四国も何とか適 格
を置きまして、特に 四国 ですので４県全てと いう わけにはいかないか も分 かりませんが、人口 が
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一番多い愛媛県の中 で適 格消費者団体を目指 して 活動を推進している とこ ろでございます。
２枚目の活動の概 要を 説明させていただけ れば と思います。平成28年度 におきましては、検 討
委員会を７回開催し てお ります。その結果、 ４業 者から改善がなされ た事 例がありました。そ の
ときには特にスポー ツク ラブ、ジムなんかの 約款 を検討いたしまして 、特 に施設の閉鎖の場合と
か、変更もしくは利 用制 限する場合の免責規 定に 関して、会費等の原 則返還をしないというよ う
な規約が多くござい まし たので、その是正の 申入 れをいたしました。 その うちジム２件から改 正
がされるという成果 を得 ました。
もう一点、これは 老舗 の貸し衣装屋、着物 のレ ンタルに関するキャ ンセ ル料が非常に消費者 に
とって不利であると いう ところにつきまして 改善 を申し入れたところ 、是 正がなされ、改善が さ
れたという成果を得 まし た。もう一つが自動 車教 習所です。これに関 して も老舗の教習所であ っ
たのですが、見ます と授 業料なんかの返還に 関し、全額返さないとい うよ うな契約になってお り
ましたので、その使 用停 止を申し入れ、改善 がさ れました。
そのほかに、これ もス ポーツクラブではあ った のですが、会費の返 還拒 否なんかがあったの で
すが、これに関して の改 正、改善の確約を先 方か ら、まだ契約自体は 改正 されたという感じで は
ないのですが、改正 する という確約を得まし た。
もう一つ、継続事 案と しまして懸案の冠婚 葬祭 互助会に関してのこ とな のですが、これもや は
り古手のところだっ たの ですが、なかなか聞 き入 れてくれないという こと で、こちらからその 会
社に乗り込みまして 話を しに行ったのですが 、検 討をするといったも のの 、まだ改正がなされ た
ということはないと いう ところです。
続きまして、去年10月29日には初めての取 組とい うことで、これも愛 媛県 の提案事業を活用い
たしまして、弁 護士、司法 書士による第１回消 費者 被害110番活動、そして公 開講座「適格消 費者
団体とは？」であっ たり とか、洗濯の表示が 変わ ります、スマートフ ォン の正しい使い方とい う
ような講座を開催さ せて いただきました。そ の際 、相談活動も併設を いた しまして、相談等々 に
対応いたしました。そのほ かに赤い羽根共同募 金ボ ランティア・NPO支援事業 という事業を活用い
たしまして、愛媛は 東西 に長くございますの で、東予・中予・南予と いう 地域に分かれており ま
して、そちらで特に 高齢 者、障害者を悪質商 法か ら守るというような 切り 口でフォーラムを開 催
いたしまして、延べ300人 以上が御参加をいた だき まして、そのメンバーと 情 報共有、連携を図り
ました。
また、先駆的プロ グラ ムの活用といたしま して 、ひめネットの中に 現役 の消費生活相談員に よ
る啓発グループ「ひ めま る」というものがあ るの ですが、消費者教育 教材 とか児童向けの紙芝 居
を作成いたしまして 、啓 発講座や授業を開催 しております。
そして今年度にお きま しては検討委員会も 既に ４回開催させていた だい ておりまして、切り 口
としましては不動産 の賃 貸契約につきまして 、愛 媛の中でも非常にこ の契 約書が遅れていると い
うか、不動産業界が 使っ ているのが遅れてい るの ではないかということで 、特に無催告解除に 関
してのところを中心 に検 討して、１件は申入 れを 行っておりますが、更に 改善申入れをしてい っ
て、消費者に寄り添 うよ うな形に進めていき たい と活動をしておりま す。
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３ページ目は要望 事項 としまして、今回の 消費 者基本計画の工程表 にも あります消費者団体 の
支援の在り方につい て、 特に私どものほうか らも 財政面に関しまして 非常 に困っている部分で ご
ざいますので、これ を何 とか適格消費者団体 に限 らず、適格消費者団 体を 目指す団体について も
もっと充実した支援 を検 討していただきたい と思 っております。特に 支援 なのですが、継続性 が
あるものを検討して いた だきたいなと考えて おり ますので、どうして も地 方のほうですと適格 を
取得するというのが スタ ートにもかかわらず 、そ れがゴール的になっ てし まう部分があります の
で、それには継続的 に支 援があるかないかで 大分 違ってくるかと思い ます ので、それが見える よ
うな形の施策を検討 いた だきたいと思ってお りま す。
もう一つが２番目 で、 これも工程表にあり ます 消費者の年齢層に着 目し た取組にも関連をい た
しますが、特に高齢 者の 被害なのですが、余 り言 われていないのかも 分か りませんが、年金担 保
貸付の問題があるの では ないかと思います。 特に リフォームなんかで 考え た場合、お金がある 方
だけではなくて、お 金が なくても名前を出し てい いのか分かりません けれ ども、福祉医療機構 の
年金担保貸付を使え ば一 時的に何百万か資金 がで きるわけです。それ がリ フォーム詐欺に使わ れ
たり、そのような形 も現 に相談事例としても 出て きております。
あくまでも年金担 保貸 付というのは、この 制度 ができたときには、もと もと高利貸しが多か っ
た時代に悪質な業者 から の借入れのほうに行 くの ではなくて、こちら の年 金担保貸付でやった ほ
うがいいという形で 利用 されていたのですが 、逆 にこれが悪用されて くる こともありますので 、
これが１回使われて しま いますと、いざ特に自己 破産をするときには 御存 じのとおりこの部分 は
免責にもなりません ので 、日常生活をしてい く上 で昔と比べると今は年金 の返済方法はいろい ろ
あるわけですが、そ れで は生活が成り立たな いと いったときに、生活 保護 が使えるかという場 面
になってくると、非 常に 年金担保と生活保護 とい うのはなかなか保護 事例 が厳しいという自治 体
も多くございますの で、そ うなってくると生活 が成 り立たないという深 刻な 問題になってきます。
そういったことをも う少 しこの関係機関にも 周知 いただきまして、こ の制 度の改正等も必要な の
ではないかと思って おり ますので、そういっ た面 からも高齢者の消費 者被 害の防止ということ で
目を向けていってい ただ ければと思っており ます 。
私からは以上です 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

続きまして、佐賀 消費 者フォーラムからお 願い いたします。
○佐賀消費者フォー ラム 喜多理事

佐賀消費 者フ ォーラムの喜多と申 しま す。

本来ならば理事長 の岩 本がお伺いすべきで した が、公務の関係で私 が代 理的に参加をさせて い
ただいております。
非常に簡単な資料 を準 備いたしまして、大 変失 礼しました。その資 料に 沿って御説明をいた し
ます。
１点目は私どもの 概要 でございますが、設 立の 経緯はかなり以前か ら県 内の弁護士さん、司 法
書士、相談員の皆さ んで消費者を守ろうとい うこ とで、以前からもい ろい ろな契約に対する申入
れを事業者にやって いく 、積み重ねをやった 時代 がございます。スタ ート は2003年でございま し
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た。11年にNPO法人にして おりますが、この中で県の 消費者条例の改定が 全面 的にございましたの
で、そのときもかな り力 を入れて役割を発揮 した のではないかと思っ てお ります。
そういう積み重ね があ った関係で、16年に 適格 消費者団体の認定を 受け ました。全国で14番 目
でございますが、九 州は ８県のうち４県に既 にご ざいまして、非常に 比率 は高くなっておりま す
が、かなり苦労はし てお ります。理事長は大 学の 経済法の御専門の岩 本教 授にやっていただい て
おりまして、事務局 は協 同組合の中に置いて おり ます。会員数は非常 に団 体会員が少ないとい う
ことで、これは後ほ どの 話にも触れますが、 財政 的に苦労していると いう ことでございます。 し
たがって、個人会員 もい ろいろな団体がある わけ でございませんので 、協 同組合の組合員さん 個
人になっていただく とか 、そういう比率が高 こう ございまして、そう いう 意味での地域の特性 が
あるかと思っていま す。
活動の内容は大ま かに ５点書かせていただ いて おりますが、特に特 徴的 なのは、理事長が大 学
の教鞭をとっておら れま すので、学生の皆さ んが 参加して消費者教育 のテ キストを既に何回も改
定をさせていただい て、 これはホームページ にも 開示しておりますの で、 ぜひお目通しいただ い
て、若者の目線で作 ってもらって、それを私 ども 消費者フォーラムの 場面 でも内容について専 門
的な部分のアドバイ ス等 をした上で活用いた だく というふうにしてお りま す。発行部数には限 界
がございますので、 以前 、高校だとかそうい うと ころにもお配りした 部分 がございますが、こ う
いうことが安定して やれ ることが必要ではな いか と考えております。
最近、適格になり まし て不当約款の申入れ 等は してきたのですが、 適格になりまして１件だ け
訴訟を起こしており まし て、これは冠婚葬祭 の互 助会的団体が会社組 織と 言ったほうがいいの か
もしれませんが、結 果的 にお葬式だとかそう いう ことをしなかった場 合の 解約の返戻金の問題 が
非常に少ないといい ます か、結果的に負担が 多い ということで、似た よう な案件はあったよう で
ございますが、まだ 係争中でございます。そ れ以 外にも不動産の契約 の不 明朗なものについて の
改善の要望だとかい うこ とを積み重ねてきた とい うのが中身でござい ます 。
あと一つは、今年に入 ってからでございま すが 、県の受託を受けて 相談 員養成講座の運営を 開
始いたしました。今 、10名程度に御登録いた だい て50回にわたる講座 をク リアしていただかな い
といけないというこ とで 、最後までやり通し てい ただくことの励まし も含 めて必要なんだなと い
うことを痛感してお りま す。
以上が活動の概況 でご ざいまして、もしこ うい う場で申し上げるよ うな 専門的なものではな い
のですが、ひとつは 若者 の消費者教育という のは 非常に重要だなとい うふ うに、先ほど来もほ か
の団体の方からもご ざい ましたが、思ってお りま す。学生の皆さんが 実際 に自分の周りで起こ っ
たことを疑問に持ち なが らテキストを作っていく 中で、想定していな かっ たようなことも出て く
るように聞いており ます ので、今後、先ほど ござ いました成人年齢の 引下 げ等があった場合の こ
とも含めると、非常 に重 要なことではないか と感 じております。
東京のほうからも ござ いましたが、今般ご ざい ました加工食品の原 材料 の原産国表示の問題 に
ついては、かえって 混乱 を招く制度ではない かと 思っております。私 は通 常は協同組合の役員 を
しておりますので、 協同 組合の立場からも御 意見 を出させていただい たの ですが、かなりこれ を
13

確定して発表されて も、 既に県の段階で説明 のパ ンフレットが配られ てい るのですけれども、 消
費者の中ではこれに つい て誤解や誤った認識 が広 がる可能性があると 思っ ておりますので、見 直
しが必要ではないか と思 っております。
最後、どこからも ござ いましたが、適格消 費者 団体として活動を開 始し ておりますが、現実 に
言うと財政的な問題 が一 番ではないかと思っ てお ります。もちろん冒 頭ご ざいました相談員の 皆
さんの待遇改善も含 む問 題でございますが、 そう いう財政的裏づけを しっ かり地方の組織が維 持
できるようにしない と、 消費者庁と消費者委 員会 ができた背景で非常 に横 断的なトータルの指 導
なり行政措置ができ る中央の組織ができたこ とは 非常に喜ばしかった わけ ですが、地方のとこ ろ
がやらないといけな いこ とが多いということ で言 うと、財政的支援を 形は 触れておりませんが 、
強化していただきた いと いうことが要望でご ざい ます。
以上でございます 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

最後になりますけ れど も、消費者市民ネッ トワ ークおきなわより御 説明 をお願いいたします 。
○ 消 費 者 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク お き な わ 三 宅 弁 護 士 /理 事 長

消費者市民ネットワーク沖縄の三宅で

す。よろしくお願い しま す。
私たちの資料は、ほか の他府県の方と違っ てフ ォーラムの概要とか 活動 についての要望の部 分
がまとめられていま せん 。この意見交換会に つい て十分な知識がなく てこ ういう形になってし ま
いましたことをおわ びい たします。
私たち消費者市民 ネッ トワークおきなわは 、消 費者市民という言葉 を使 っています。消費者 市
民というのは、私た ちは 消費者が権利として の消 費者である、権利者 であ るということを踏ま え
て、あえて消費者市 民と いう言葉を使ってい ます 。消費者市民の権利 を守 るための組織として 立
ち上げるということ で私 たちは考えておりま す。
構成は、基本的に は沖 縄弁護士会の消費者 委員 会の弁護士ほぼ全員 、消 費者問題にかかわっ て
いる弁護士、生活相 談員 の人たちはNPO法人 を別途 立ち上げております ので 、各相談員の方たち 、
その人たちが作ったNPOの 人たち、そういう人 たちが 中心になってかかわ って おります。実は昨年 、
適格消費者団体の申 請を しましたけれども、事例が 少ないということで 一旦、取下げをしました。
私たちの組織は弁護 士が 多いものですから、 非常 に理屈っぽくて１つ の事 件にかかわり過ぎて 、
なかなか進まないこ とが あったりして、私 たちはそ れがいいことだと思 って いるのですけれども、
それが消費者対象部 分で ない部分についても 議論 をしながら、それに 当て はめていくとかいろ い
ろなことをやってい まし たので、なかなか実 績を 上げられなくて昨年 は一 旦取り下げたという 経
験があります。
今年も再度、適格 消費 者団体の申請をして 、き ちんと訴訟手続がと れる ような体制をとらな い
といけないと思って いま す。実績を繰り返す中で、訴訟まで持っていか ない とNPO法人の限度では
対応できない問題も 出て いますので、何とか 適格 消費者団体の資格を 取っ て、差止請求までは で
きるような体制をと って いきたいと思ってい ます 。
今回、意見書とし て出 させてもらったのは 、現 在、消費者市民ネッ トお きなわが直面してい る
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問題の中で、特にこ の辺 を意見の中に入れて もら えたらということで まと めたものです。１つ は
学生を中心にした消 費者 被害が沖縄で発生し てい ます。その問題につ いて 、今まで他府県の人 た
ちも言われていまし たけ れども、低年齢から 消費 者教育が必要ではな いの かという点。もう一 点
は、同じく消費者被 害が 出たときに、行政が 持っ ている消費者被害に つい ての情報の開示がな か
なかできない。行政 が持 っている消費者被害 の情 報を開示できるよう な制 度を消費者庁なりで 考
えてもらいたい。こ うい った２点を中心にし て今 回、意見を出してい ます 。
詳細については横 井理 事から説明したいと 思い ます。
○消費者市民ネット ワー クおきなわ横井弁護 士/理 事

理事の横井です 。よ ろしくお願いします。

沖縄では意見・要 望書 ということで４点の 項目 にしていますが、大 きく 問題意識としては今 、
理事長がお伝えした ２点 であるのです。沖縄 で今 、本当に大きく発生 した 消費者被害で、これ は
特に全国的にも問題 にな るであろうという部 分に 絞って問題提起をし たい と思って来ました。
１点目の消費者教 育拡 充の必要性は、各団 体で 何度も出ているとこ ろで す。先ほどKCCNさん か
らは消費者教育では 足り ないのだ、取消権の 付与 とか具体的な対策が 必要 なのだというお話が あ
りしたが、それは間 違い ないことで、私たち はそ れは両輪だと思って おり ます。取消権の付与 と
かそういった部分に つい ては、もう発生して しま っている被害の風邪 薬み たいなものです。何 か
起きたときに、それ を何 とかしなければいけ ない ということで、生じ た結 果をどうにかしなけ れ
ばいけないという部 分で は必要ではあるので すが 、ただ、多くの消費 者被 害の場合、これも皆 さ
ん、感じていらっし ゃる と思うのですけれど も、 被害回復というのが 非常 に難しい中で、では そ
もそもそういう大き な消 費者被害で、消費者 がと んでもない不利益を こう むってしまう事態を 防
止するにはどうした らい いかということで、 この 消費者教育拡充の必 要性 を挙げさせていただ き
ました。
問題意識としては 、新 聞報道で御覧になっ た方 もいらっしゃるかも しれ ませんが、この８月 に
沖縄で非常に大きな 若者 を中心とした消費者 被害 が発生しております 。手 口としては学生を狙 い
撃ちにして首謀者が 消費 者金融でお金を借り させ て、いかがわしい取 引を 甘言を弄してひっか け
てというところで、 首謀 者が言うには700名 ほどの 被害者がいて、１人 当た りが100万円ほどの 被
害額なので、恐らく ７億 円ほどの被害が生じ てい るだろうと言われて いま す。
先ほど理事長から も話 があったのですが、 我々 の法人は弁護士もい っぱ い抱えていまして、 消
費者委員会の弁護士 もた くさん抱えているの で、 この弁護団に何人も メン バーを送り込んでい ま
す。私もその一人で す。 実際に被害相談をし てい ても、人数が多いの で電 話相談も毎日やって い
ますし、当番で毎日 回して 、相談会は３回やっ ていま す。100名単位で集ま った 相談会もあります。
私は話を聞いていて 、正 直、ちょっと失礼か もし れませんが、余りに も消 費者教育がなされて い
ない。大学４年生、 ３年 生で、大学で立派な 成績を修めている。話を すれ ばとても頭のいい子 な
のです。全然分かっ てい ないです。銀行と貸 金業 者の違いを分かっていな い子もいるのです。 こ
のレベルでは、ポコ ポコ発生した消費者被害 を一 々たたいていたら切 りが ないです。きちんと 消
費者教育を徹底して 、こ れを各団体、地方で やる のではなくて、ちゃ んと 国としてきちんと消 費
者教育をやっていく のだ という姿勢、それか ら、 それをちゃんと基準 とし て設ける必要性を強 く
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感じた次第です。そ れで 今回１点目として挙 げさ せていただきました 。
もちろんその前提 の部 分で取消権の付与とか、 パブリックコメント も出 させていただきまし た
し、成人年齢の引下 げに ついても、そもそも こん な現状で引下げなん かと んでもないという意 見
があるのですが、た だ、 現状を踏まえるとこ うい った消費者教育の必要性 は強く感じるところ で
すし、取消権の付与 とか 成人年齢の引下げの 問題 と別に並行して消費 者教 育が必要である。別 に
成人年齢が二十であ って も、今回、被害に遭 った のは21歳、22歳、23歳ぐ らいが中心ですので 、
これはやはり若年者 に対 する消費者教育とい うく くりでぜひ必要だろ うと 思料されます。
先ほどのペーパー とし ては２番、３番は証 券会 社の勧誘規制ですと か、 金融商品の調査義務 の
明確化という切り口 には なっているのですが 、こ れも恐らく２年前の 新聞 報道で御存じだと思 う
のですけれども、い わゆ るレセプト債問題で す。 これは沖縄でもおき なわ 証券、今、会社はお き
ぎん証券と変わって はい るのですが、こちら で大 変問題になりました 。い ろいろと被害の全容 が
分かってきて、実際 にも う２年もたっていま すの で、訴訟ですとかい ろい ろ被害救済も始まっ て
いるところでござい ます 。
こちらにも弁護団 に当 法人のメンバーも何 人か 入っていますが、な かな か証券会社の勧誘規 制
の部分で徹底されて いな い部分があったので はな いか。新聞報道でも これ も御存じだと思うの で
すが、調査が徹底さ れて いなかったというの が今 回の事件の大きな原 因で もあります。ふたを あ
けてみれば何でそん なこ と調べていないのだ とい う話かもしれません が、 証券会社の職員から し
たら、そこまでやっ てい られないよという部 分が あったのかもしれま せん し、また第２、第３ の
同じような被害が生 じて からでは遅いという とこ ろであります。
それから、現実の 被害 救済の場面で情報が なか なか出てこない。先 ほど の立証責任の問題と も
絡む部分ではあると 思う のですけれども、お よそ 枠組みとして立証責 任の 転換というのは絶対 に
必要でありますし、あとは そうでない中で情報 がき ちんと出てくる。裁 判にな った場面ですとか、
被害を調査していく 場面 できちんと情報が出 てく るというのも非常に 重要 かなと。特に裁判で な
い場面でも情報がき ちん と出てくるというの は今 後の被害の対策、防 止策 をどう検討したらいい
かの部分にも非常に 絡ん でくるところですの で、 これもぜひ検討して いた だきたいというとこ ろ
で、今回、問題提起 をし に来ました。
４点目、情報商材 の勧 誘規制強化。これは 当初 は入っていなかった ので すが、当法人、先ほ ど
これもお話があった とお り相談員のメンバー が非 常に多く入っていて 、こ の方たちがかなり推 進
力というか、馬力を 持っ てやってくれる、熱 意を もってやってくださ って います。その方たち が
ぜひこれは言ってき てく れと強く要望されて いま した。情報商材の勧 誘規 制強化、情報商材自 体
は昔からある消費者 被害 で、古くはパチンコ 必勝法ですとか、競馬必 勝法 とか、そういったも の
ではあるのですけれ ども 、インターネットが 急速 にここ５年、10年で 普及 してきていて、情報 商
材との絡みでは非常 に相 性がいいというか、 我々 にとっては悪いので すけ れども、例えば動画 の
配信なんか１つとっ てみ ても、かつては動画 をダ ウンロードするのに１分 、２分待たなければ い
けなかったものが、 今ス マートフォンでポンとタ ップするとすぐ出て くる のです。こうすると も
うかりますよ、私は これ で１秒で何億稼ぎま した みたいな話をワーワ ーとするわけです。簡単 に
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そういった情報にア クセ スができて、すぐに そう いったいかがわしい 情報 を提供することがで き
る素地ができている 。
もう一つ、SNSですと か そういったことも書 いたのですけれども、これは 出 版でやる、紙ベース
でやるのと違って、動画 配信であったりとか イン ターネット上で全部 やる と、実態が全然ない 形
でやることが非常に やり やすいのです。相談 員の 皆さんが例えば相談 を受 けて、ではこういう 申
入れをしてみようか 、こ ういう話をしてみよ うか と言っても実態が何 もな い。何を送っても届 か
ない。行ってみても そこ に事務所がないとい うケ ースが非常に多くな って きているのです。こ れ
は別に正直、情報商 材に 限った話ではないの かも しれないのですが、 ただ 、特に情報商材には す
ごくそういったケー スが 多く見られるという とこ ろで、ここは注意し て検 討する必要があるの で
はないかということ で、 問題提起してくれと 強く 要望があったところ です 。
それから、ペーパ ーには ないのですが、えひ めさん からも先ほどほかに もお 話があったとおり、
地方の消費者運動の 財政 支援強化というのは 本当 に切実にお願いをし たい ところです。楽にや っ
ている団体は１つも ない と私たちは考えてい ます し、やろうにも手元 にお 金も何もない状態で は
どうしても限度も出 てき ます。事務局のスペ ース をどうするのか、事 務局 をどうするのか１つ と
っても、いつもいつ もそ こに頭を悩ませてい ると いうのは活動にとっ て大 きな足かせになって い
る部分でもあります ので 、ぜひここはしっか りと した支援、即効性が あっ て継続性のある支援 を
ぜひお願いしたいと 思い ます。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

以上、皆さん方の 御活 動の内容と御意見を 賜り ましたので、これか ら質 疑応答の時間に入ら せ
ていただきます。
まず委員の側から 質問 があります方、お願 いい たします。
○池本委員長代理

池本 でございます。それ ぞれ 熱心な活動を紹介し てい ただきまして、あり が

とうございます。
それぞれの団体か ら本 当に共通して出てき たの が、民間の活動につ いて の財政支援をしっか り
としてほしいという 言葉 でした。特に地域に おけ る官民連携というこ とが 近年、消費者行政の 中
では強く強調されて いな がら、現実にはボラ ンテ ィアベースで活動す ると ころについての手当 、
財政的な支援が不十 分で ある。特に今、話題 にな っている従来の推進 交付 金が平成25年度まで 、
活用期間の関係で若 干延 びるところがあって も、それもあと２、３年 でと まるのではないかと 言
われ、新しい強化交 付金 というのも使途が限 られ ているし、何よりも ２分 の１自己負担がある と
か、今、非常に各地 で相 談体制もですし、民 間の 活動もだし、啓発活 動も だし、非常に不安が 大
きくなっているとい うと ころを聞きます。
そういう中で気に なる ところで、先ほど 沖縄で一 旦申請したのに取下 げを せざるを得なかった。
これまでも最近なっ たと ころで、以前に比べ て認 定のハードル、要件 が厳 しくなってきている の
ではないかとか、そ のよ うな声を聞きます。 本来 であれば全国47都道 府県 それぞれ地元の行政 と
官民連携する主体が 育っ ていく必要があると 思う のですが、その認定 要件 のことについて沖縄 あ
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るいは現在準備中、 既に 認定を受けたところ でも いいのですが、何か その あたり、認定要件の ハ
ードルが今どういう 実情 なのかということに つい て教えていただけれ ばと 思いますが、いかが で
しょうか。
○消費者市民ネット ワー クおきなわ横井弁護 士/理 事

認定要件のハー ドル というところで、沖縄

としてはハードルと の関 係では、先ほど理事 長か らもお伝えしたので すけ れども、件数の問題 の
指摘があったのです 。我 々としてじくじたる 思い だったという部分と して は、件数の問題であ れ
ば、もっと事前にそ のあ たり御指摘いただけ れば 申請の前にいろいろ と準 備といいますか、や れ
ることもまだあった とこ ろもありまして、我 々の 中で検討はしている けれ ども、例えばちょっ と
これは優先順位とし ては もう少し下げて、こ ちら を先にやろうかと。 ただ 、それはどうしても 消
費者法に直接に関係 がな かったりすると、先 にそ ちらをやっていたら 認定 との関係ではこれは １
件にカウントされま せん ねと。我々としては カウ ントされるのではな いか なと、ちょっとグレ ー
な部分も幾つかあっ たの ですけれども、これ はカ ウントされませんね とい うところを申請した 後
に指摘をされてしま うこ とがありました。
ここまで言ってい いの かあれなのですけれ ども 、キーワードとして はも ともと後見型の審査 を
今までされてきたよ うな 印象を我々は持って いて 、消費者庁がきちん と適 格に向けたサポート と
いいますか、相談に 乗っ ていただいて、この 辺が 弱いからきちんとや って 申請したほうがいい よ
という形で、それに 沿っ てきちんと頑張って いく という形をイメージ して はいたのですが、申 請
した後にはしごを外 され たような印象を受け てお ります。貢献型とい うよ りは審査型に少しシ フ
トしているのではな いか というところがあり まし て、それが申請のハ ード ルとの関係でそれが 動
いているのかどうか とい うところまでは、当 然審 査する側では我々は ない ので分からないので す
が、ただ、そういっ たハ ードルの質が違って きて いるのではないか。 そう であればまた以前の よ
うな貢献型にすべき では ないか。
というのは先ほど 池本 委員長代理からもお 話が あったとおり、全国 あま ねく都道府県にきち ん
と適格消費者団体が あっ てしかるべきだと。 地域 の実情に合わせた団 体の 活動というものがあ る
はずですから、特に 沖縄 は九州・沖縄地区で くく られやすいのですけ れど も、やはり沖縄で起 き
ている消費者問題は、お 隣の佐賀とか福岡と かに あるからそちらでや って くださいというのは 常
識的におかしいです よね 。恐らくそれは沖縄 が特 徴的なだけで、どこ の都 道府県もそうだと思 う
のです。例えば東北 でひ とくくりにされたら おか しいですよね。青森 のも のは仙台でやってく だ
さいとか、そういう わけ ではないと思うので 、各 都道府県にきちんと なけ ればいけないと思っ て
いますので、なので 消費 者庁としてもきちん とそ のあたりを考えてい ただ ければなという思い が
あります。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

青森県の消費者協 会の 方もハードルの話を され ていたのですけれど も。
○青森県消費者協会 小笠 原副理事長

実際に 設立 に向けていろいろな 活動 はしているのですが 、

この中にも書きまし たけ れども、内規みたい な要 件といいますか、ま ずは 財政的な問題では最 低
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100〜200万円ぐらい のお 金が必要だと言われ てい て、当協会は別途、200万 ぐらいの予算は確保 し
ていました。ただ、先ほ ど50周年事業の話を しま したけれども、そう いっ たことにお金を取ら れ
訴訟等への対応力と いい ますか、財政的に大 丈夫 かなと今不安になっ てき ています。それから 、
会員については弁護 士、 司法書士のグループ 、大 学の先生と消費生活相談 員、そういったメン バ
ーは揃っているので すが 、主要なメンバーで ある弁護士さんも業務運 営等大変ですので、ボラン
ティアで関わりますよと いう人たちが今後ど れだ け増えてくるのか。メン バーの確保も課題に な
ってきます。
事務局の問題です が、 現在うちの常務理事 が事 務局を引き受けてい ます。しかし常務理事は 協
会全体の運営を担っ てい ますので、適格団体 の認 定に向けた事務に専 任で きない。実際のとこ ろ
関連するいろいろな 情報 を収集し、それをメ ンバ ーに伝える、定例会 の準 備をするといったこ と
等での事務局機能に つい て課題があります。
事例についても、 今、 ホテル業界と結婚式 場の 契約約款について話 し合 いをしているところ で
す。その他不動産業 界等いろいろなケースがある と思うのですが、ま だま だ沖縄さんがやって い
るほどにも至ってい ない 。私自身２、３年関 わっ てきて感じるのは、 青森 県という地域におい て
今後どれだけニーズ があ るのか、活動を継続 的に 続けていけるのかと いうことも課題といいま す
か問題点として認識 して いるところです。
関係団体とのネッ トワ ークのことですが、 私ど もは「消費者機構日 本」に会員として入って い
ますので、形として はそ ちらの全国組織に加 わっ ている訳です。それ から 仙台の「消費者市民 ネ
ットとうほく」ともお付 き合いがあります。 ただ 、「消費者機構日本」は 全国をカバーしてい ま
すが、実際のところ主に 関 東周辺を含めた地域 で手 一杯ですよと。「消費者市 民ネットとうほく」
はNPO法人として宮城県地 域限定ですから、青森県含 めて遠隔地にある県 にお いてどれだけ連携で
きるのか。今、九州 は４ 団体が認定されてい ます が東北は１つだけ。こう いった圏域の問題も 含
めて本当に適格消費 者団 体がどういった形で展開 していくのか、また 、そ れだけの必要性、有 用
性があるのか、その よう なところで展望が見 えて いないという感じが しま す。
○髙委員長

ありが とう ございます。

樋口委員、どうぞ 。
○樋口委員

今の点 に関 してなのですが、私 も47都道府県に適格消費 者団 体をきちんと置く体 制

を作るべきではない かと 思っています。私自身、長 野県で今、適格消費者団 体 を目指してNPOをや
っているものですか ら、 当事者の立場もふま えて申し上げたいと思い ます 。適格消費者団体の 認
定の際に、例えば事 例の 数が問題となります が、事例が多い少ないと いう のは地域の状況によ っ
て違ってくると思い ます。沖縄の方からもお 話が ありましたが、私も 九州 に住んでいたことが あ
るのでよく分かるの です が、九州・沖縄ひと くく りというのは、地域 の実 情を反映しない可能 性
が非常に高いと思う ので す。
そういう意味で消 費者 庁に対しての御提案 であ りますけれども、消 費者 庁の現在の認定制度 を
都道府県が中心にな って運営する仕組みに切 り替 え、これを受けて、 各都 道府県は、その地域 の
適格消費者団体を、ただ 認定するというより は、 育てていく視点に立 った 運用を行う。消費者 問
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題全体のサポーター とか いろいろな体制も含 めて 、適格消費者団体を やっ ておられる方はボラ ン
ティアでやっておら れる わけですから、そう いっ たボランティアの方 々と 地域の自治体が協力 す
る体制を作っていく とい うような考え方も必 要に なってくるのではな いか と痛感しております 。
消費者庁がただ法律 に基 づいて適格性を認め ると いうことではなくて 、も う少し地域に委ねて 、
地域の実情に即した 体制 作りをするというこ とを、ぜひ消費者庁にお いて も考えていただけれ ば
と思います。
○髙委員長

ありが とう ございました。

ほかいかがですか 。鹿 野委員、どうぞ。
○鹿野委員

貴重な 御意 見等をいただきまし て、 ありがとうございま した 。

私から３点お伺い させ ていただきたいと思 いま す。
１つは、先ほど池 本委 員からも御指摘のあ った 財政支援等について は、 各団体がその問題を 感
じていらっしゃると いう ことを十分に認識さ せて いただきました。そ の中 で、それに関連して １
つなのですが、先ほ ど御 紹介があったようにKCCNさんは、特に差止訴 訟等 においても全国でも 最
も積極的な活動をし てこ られたということで 、私 も従来から注目して いた のですが、とりわけ 訴
訟に至るということ なる と、人材もそうでし ょう けれども、資金面で もい ろいろと御負担が大 き
いのではないかと思 うと ころであります。
そこで、KCCNさん がそ のような活動をして こら れた中でどういう工 夫が あったのか、あるい は
特別の御苦労があっ たの かというようなとこ ろに ついて、お話を伺え れば と思います。
第２点ですが、こ れも 多くの団体から、若 者を 中心とした消費者教 育の 重要性について御指 摘
をいただきました。 この 消費者委員会におい ても それについては従来 から 議論してきたところ で
ありますけれども、 さら にどういうふうにこ れを 進めていったらいい のか ということを考える 上
で、少しさらに質問 をさ せていただきたいと 思い ます。恐らく国を挙 げて ということは、例え ば
高校までの教育の中 でき ちんと消費者教育に 関す るカリキュラムを組 んで 、それを進めるとい う
ことが１つあるとは 思う のです。ただ、現在 でも 例えば教科書とかに 関連 するページが多少な り
ともあるようですが 、そ れがあったとしても 、そ れをうまく教えられ る、 そういう教育の担い 手
が現場になかなかい ない のではないかという 問題も感じているところ です 。
そのようなことも ある ので、将来的には教 員の 養成のときにどうす るの かということもある と
思いますけれども 、現状に おいてそのような中 で恐 らくは消費者団体さ んが 学校等と連携をして、
教育にかかわってこ られ たのではないかと思 うの です。そこで、そ の学校と の連携のやり方とか 、
あるいはそこにおけ る困 難等がもしあれば教 えて いただければと思っ てい るところです。
第３点ですが、消 費者 向け教育というのが 重要 であることは言うま でも ないのですけれども 、
事業者にどうやって理解 してもらうのかとい うこ とも重要です。それ を消 費者団体さんにお願 い
するというのはお門 違い だと言われるのかも しれ ませんけれども、せ っか くいろいろな形で消 費
者の利益のための活 動を やっていらっしゃる 消費 者団体さんですから 、事 業者との間の意見交 換
とか、あるいは事業 者に 対する教育等につい ても 、もしやっていらっ しゃ ることがあれば、そ れ
について教えていた だけ ればと思います。
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以上です。
○髙委員長

ありが とう ございます。

では３つ質問をい ただ きましたので、１番 目は 最初にKCCNさん。で もKCCNさんも財政的には 厳
しいとおっしゃって いま したね。その中でも 活発 にやっておられると いう ことで、どのような 工
夫があるのか教えて いた だきたいということ です 。
○京都消費者契約ネ ット ワーク長野弁護士/理 事・事務局長

特に訴訟 、差止 請求案件を担当して、

一番大きなものは人 件費 です。専門委員に対 する 日当であるとか、弁 護士 、司法書士等に対す る
日当であるとか、報 酬で あるとかいうもので すけ れども、これについ ては 基本的には払ってい ま
せんので、全部ボラ ンテ ィアでやってもらっ てい るということになり ます 。特に訴訟は十数件 や
っていまして、これ をま ともに弁護士費用と して 換算したら、弁護団 を組 んでやりますし、大 体
５〜10人ぐらいの弁 護士 で担当してやってい ます ので、全部合わせた ら数 千万円の弁護士費用 に
なっていると思って いる のですけれども、そ れは 全部ただでやる。あ と、 一時期消費者支援基 金
さんからの補助があ った 時代がありまして、 その ときには一部払って いた ことがありますが、 そ
れは一部だけとなり ます 。
ただでやる弁護士 とか 司法書士さんを集め るの は結構大変です。京 都は 幸い京都の消費者保 護
委員会とか、弁護士 会の消 費者弁護士の活動が 非常 に活発でして、しか も若手 の弁護士も含めて、
そういった公益的な 活動 をやろうという弁護 士も まだおります。また、特 に非常に我々が取り 組
む問題は最先端の問 題で やった事件は、全部 判例 時報にも載りますよ とか 、そういった悪質商 法
みたいな呼び込み文 句で 興味をくすぐって、 参加 していただいている とい うのが実情です。
あと、クラブ活動 的に やっているところも あり ますので、楽しくや ろう よということで弁護 団
会議が終わったら飲 みに 行こうということで 、私 が飲みに連れていく から ということも言いな が
ら参加を募っていま す。 昨日も別の新しい日 本ラ イフ協会の残党の人 がや っている問題があり ま
して、その予備会議 をや っていたところ10人 ぐら い弁護士さんに集ま って いただいて、またひ と
つ活発に活動できる 問題 ができたなという形 でや っています。
ただ、これは本当 にボ ランティアベースの 話で すので、これが本当 に事 業と言えるのかとい う
のはずっと思ってい まし て、きちんとした予 算の裏付けなしのままで いつ まで続いていくのだ ろ
うと思いながら10年 間ぐ らいやってきたとい うこ とです。特定適格消 費者 団体になって新制度 を
使って、お金を分配 して 報酬も得るのでペイ する かということも考え まし たけれども、あの制 度
は全然多分そんなこ とに ならないです。もっ とひ どいボランティアベ ース になるか、下手をす る
と赤字になってしま う可 能性があるのではな いか と思っています。そ れは 先ほど申し上げたと お
りやれる事件も限定 され ていますし、手続が 煩雑 過ぎるので、我々と して は今、認定申請をち ゅ
うちょしている段階 です 。
とにかく具体的な 財政 支援が必要だと思っ てい まして、今までも休 眠預 金のこととか、休眠 預
金は今も制度がある と思 いますけれども、口 座凍 結した預金の残余金 の活 用とか、景表法の課 徴
金のときも一部その 課徴 金を適格消費者団体に寄 附したらその分、減 らす とかいうようないろ い
ろな制度の検討がな され ていますが、ことご とく 途中で恐らく財務省 だと 思うのですけれども 、
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潰されていますので 、ぜ ひとも消費者委員会 の委 員の方々の強い押し で、 多分、財務省に生の 金
を出せと言っても無 理な のだと思うので、ど こか の制度を特に休眠預 金な んかは使いようがあ る
のではないかと思い ます ので、何とかその あたりの 予算を勝ち取ってい ただ けばと思っています。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

２点目ですけれど も、若者に対する教育を どの ように行っておられ るの か、あるいはその場 合
の問題について皆さ ん方 の御意見をいただき たい ということで、いず れの 団体さんもこういう 活
動をやっておられる かと 思いますけれども、 どう でしょう。皮切りに どな たか。
そうしたら、最初 に消費 者市民ネットワークおき なわさん、もう一回 聞いて もよろしいですか。
その後、皆さん方に もお 聞きします。
○ 消 費 者 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク お き な わ 横 井 弁 護 士 /理 事

方法としては恐らくいろいろあると思う

のですが、先ほど鹿 野委員 がおっしゃっていた 、恐ら くそういうテキスト みた いなものがあって、
配って何かやっては いる と思うのですという 話な のですけれども、そ れでも全然だめだと思う の
です。
というのは、私は たま たま子供の権利の関 係も 弁護士として活動し てい るのですけれども、 例
えばいじめの問題は 文科 省が音頭をとって、 ばん ばん各学校とか教育 委員 会に強く強くプレッ シ
ャーをかけているの です。例えば今年はどれぐ らい いじめに関しての道 徳教 育をやったのだとか、
報告書をちゃんと出 して くださいねとか、そ ういっ たものをちゃんとや って いて、そうすると徐 々
に学校側が動くので すけ れども、学校の先生 方は普段忙しいので、テ キス トを作ったのでこれ を
使ってよろしくと言 うと 、多分絶対に何もや らな いです。なので、こ れは 文科省に働きかけな い
と動かない話だと思 うの ですが、消費者教育 につ いてどれぐらいのこ とを やっているのか、ま ず
は調査してください と言 うだけで、何もやっ てい ないという話になる とや っていないではない か
という突き上げが来 てし まうので、まずそういう 調査をやってくださ い。 何をやっていますか 。
テキストを作ってい ます よであれば、これを 使っ て何コマやっている ので すかとか、これは誰 が
講師を担当している ので すかとか、そういっ たも のをちゃんと調査し て報 告するところからま ず
やらないといけない 。と いうかそれぐらいま だ何 もやっていないのだ と思 うのです。そこから 始
めないといけないの では ないかという印象が あり ます。
学校にもよくお邪 魔す るので、この辺の話 を聞 いてみたら、何もや って いませんよというの が
現場、これは高校の 先生 のレベルで、大学と か専 門学校のレベルで言 って も、なかなかそうい っ
た機会がなくて、今 回の事件を名義貸し事件 と沖 縄では呼んでいるの です けれども、この名義 貸
し事件で学校の学生 支援 課ですとかそういっ たと ころと話をしてみて も、全 く何もやっていない。
言われてもいないし やっ ていないという状態 なの で、管轄している文 科省 に突き上げてもらう し
かないと思うのですが、 そういう全国的にや りましょうねという基準 をま ず作っていかないと 、
個別に各団体にぱら ぱら と、例えば沖縄でも 沖縄 弁護士会の消費者委 員会 にぱらぱらと学校単 位
でたまに消費者教育 をや ってください、こん な感 じでやってください とい うのが来るのですけ れ
ども、それだと全然 、や ってはいてもたまた まそ こで出会った100人 、200人に話ができるだけ な
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ので、それでは全然 実効 性はないと思うので す。 なのでそんなにまと まっ た意見ではないので す
が、まず私の肌で感 じた 現状としてはその程 度で 、今から始めるぐら いの 意識でやらなければ い
けないのではないか と感 じています。
○青森県消費者協会 小笠 原副理事長

実際に 消費 者教育の推進活動に 携わ ってきて感じている の

は、学校教育という とこ ろをまずターゲット にし なければいけない。 そう すると当然文科省、 都
道府県教育委員会と いっ たところ、それから 小中 高等学校の校長等管 理職 の人たちの理解、こ れ
らをもっと深めてい ける よう徹底していかな けれ ばならないなということ です。
小中高校の校長先 生と面談した際感じたの は、まず消費者教育を理解し ていない。環境教育に
ついてはる程度分か ってくれています。とこ ろが 、消費者教育につい ては、公民とか家庭科と か
でやっていますねと いう 話になるのですが、 家庭 科なんかは年間のコ マ数 も少ないし、それさ え
他のイベントや授業 等で 潰されて、３月期に まと めてやりますという「こ なし」の教育レベルに
なってしまっている 。形 としてはやっている けれ ども、しっかりした カリ キュラムを組んでや れ
ないでいます。公民 の先 生もどれだけこうい った テーマについて教材 を作 りながら体系づけて や
っているのかという と、疑問を持たざるを得 ない。
先ほども言いまし たけ れども、弘前大学で モデ ルとして15コマやる とい うことについて、企 画
立案から参画し自ら講師 も引き受けてやってきて いますが、大学の先 生と話し合う際にも、ど う
いう教材を使って、 どの ようにカリキュラム を組 むかという段階から 始め なければいけない。コ
マの内容例えば契約 トラ ブルや、倫理的消費 の問 題、あるいは、食品 安全 等のテーマについて体
系づけていく必要が ある 。それに合わせて担 う人 材をどのように確保 する か。
先ほど人材バンク の話 をしましたけれども 、弘 前大学では民間の人 材を 活用したオムニバス方
式でやっています。 オム ニバスですからいろ いろ な得意な分野の人をスカ ウトしてボランティ ア
だけれどもやってく れと 。一応、大学では報 酬も 出していただいてい ます が、そういったスカ ウ
ティングから始めま した 。今やっとネットワ ーク が少しずつできてき て、他の大学でもコンソ ー
シアム方式を取り入 れてやっていけないかと いう 話も一部の先生方と話し 合っています。大学 と
連携協定を結んだの です が、そこは意義のあ るこ とで、うちの協会は消費 生活センター等の事 業
を持っていますので消費 者契約トラブル等い ろい ろな相談の実例も持 って いて、そういったと こ
ろの人材を生かして やっ ていので何とかなっ てい ますが、本当にこれ を体 系づけるためには文 科
省のバックアップが 絶対 に必要だと思います 。
都道府県、市町村が実 施している消費者啓 発と いうレベルでは限界 があ ると思うのです。教 育
というきちんと体系 づけ たものでないと身に つい ていかない。学生を 教え てみて本当に実感し て
います。現代史をほ とんど 知りません。ですか ら消費 者トラブルで様々な 問題 が起きていますよ、
戦後70年の間にこう いっ た事件が起きて、消 費者 がこういう被害を受 けているのですよという よ
うなことを話してもチン プンカンプンです。 人文 社会科学部の３年生 に話 をしているのですが 、
この分野に関してはもう 少し基本に立ち返っ て教 えていかなければ、進ん でいかないのではな い
かと思います。
○東京消費者団体連 絡セ ンター小浦事務局長

消 費者団体とどういう ふう に連携しているかと い
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うことなのですけれ ども 、私どもが聞いてい る話 では、自分たちのス キル を伝えたいというと き
に、一番ネックにな って いるのは教育委員会 で、カリキュラムがいっ ぱい で時間的に余裕がな い
と断られるというこ とで す。しかし、幾つか の自 治体では、校長会と 話が でき、小学校や中学 校
でお話をさせていた けた という実例がありま す。でもそれはまず校長 会で 話ができたからであ っ
て、センターとかに 話を 持っていきましても 、や はり教育委員会がね とい う話です。消費者団 体
や事業者で作る協会 は専 門的な話をする準備 はで きていますので、学 校と 協働して消費者教育 を
進めていくような仕 組み づくりが必要だと思 いま す。
担い手の話もあり まし たけれども、東京都 でも 教員向けの研修もし てい ますが、数字は手元 に
ないのであれなので すが、参加の人数は少な い。 各自治体でも担い手 の研 修をしてほしいとは 言
うのですけれども、 なか なかそこは腰が引け てい るといいますか、も っと 大きなところでの体 制
が必要ではないかと 思っ ています。
○髙委員長

ありが とう ございます。できれ ば比 較的うまくいってい る事 例みたいなものはご ざ

いませんでしょうか 。お 願いします。
○ 京 都 消 費 者 契 約 ネ ッ ト ワ ー ク 野 々 山 弁 護 士 /理 事 長

私どもの団体が直接そういう若者向けの

消費者教育をやって いる わけではありません けれ ども、私どもの構成 団体 である京都消団連、 コ
ンシューマーズ京都 が実 施し、私どもも協力 して いる事例があります 。大 学の講座なのですが、
京都市とコンシュー マー ズ京都が連携をして 、大 学コンソーシアム京 都の単位互換科目を設け て
消費者問題も取り上 げているのです。京都の連携 している大学で、そ の科 目を受講すると単位 を
認定する。講座を設 けて消費者問題等に関す る講 座を半年か１年間だ った かな、ずっと設けて や
っていくわけです。 キャ ンパスプラザという 京都 中の大学の人が集ま る施 設が京都駅のすぐそ ば
にあるのですけれど も、 そこで講義を連続し て行 い、私ども適格消費 者団 体も講師として、１ 限
担当してやっていく 。結 構たくさんの学生の 方が 京都中からいろいろ な大 学から来て受講すると
いうことをやってお りま す。これは京都市が お金 を出しているのだと 思い ます。京都市と消費 者
団体との連携事業だ と聞 いております。それ がど う効果を表したかは 私も 分かりませんが、１ つ
の大学ではそういう 講座 は持てないものにつ いて 、連携をして工夫し てや っております。
○ え ひ め 消 費 者 ネ ッ ト 池 田 司 法 書 士 /理 事

活動状況のところでも御説明をさせていただきまし

たが、先駆的プログ ラム の活用としまして、 小学 生向けの教材という こと で紙芝居を作成しま し
て、小学校に７校ぐ らい でしたか、出向いて啓発 講座という形でして おり ます。先ほど来あり ま
すとおり、高校向け とか 、これはひめネット に限 らず弁護士会もそう でし ょうし、司法書士会 も
法教育という形でい ろい ろと話に行くのです が、カリキュラムの時間 的な問題という形でなか な
か中に入り込めない とい う実態があろうかと 思い ます。
もう一つ、愛媛の 中で考 えているのが、高校 でも児 童養護施設の子供さ んの 問題がありまして、
18歳になって社会に 出て 、すぐ悪質商法等に ひっ かかってしまってと いう ことが愛媛県内でも 問
題になっておりまし て、 そのあたりの手当て をど うしていくのかとい うこ とを、これは多分、行
政、愛媛県とまた別 途話 していくようになる のか なということで今、 考え ております。
以上です。
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○佐賀消費者フォー ラム 喜多理事

私どもは 理事 長が先ほど申し上げ まし たように、大学の講 座

の中で消費者教育の部分 を担っておりますの で、 その情報を生かしな がら 、それを外にどう広 げ
られるかというぐら いを 私どもの団体として やっ ている部分でござい まし て、私は生活協同組 合
におりますので最近 、生 活協同組合の中でお 母さ んが組合員でいらっ しゃ います。そうすると 子
供たちに携帯のいろ いろ なトラブルをどう教 えた らいいのか、とかい うこ とを学びたいという こ
とがあって、自発的 にそ ういうことを広げて いく というのは何回か手 がけ たことがございます 。
お金のことについ て関 心を持ってもらうと いう ことで、お子さんに 銀行 に来てもらって世の 中
のお金がどう動いて いて 、銀行ってどんな役 割を していて、自分の生 活に どんなかかわりがあ る
のかというのは、地 元の 地銀さんとか大蔵省 、日 銀さんが入れていた だく のですけれども、そ う
いうイベントをやる と、お母さん方もおこづ かい帳をどうつけるかとかい うことから含めて、 最
初のとっかかりだよ ねと いうことで、特に夏 休み とかそういうときに やり ますので、これはプ ロ
グラムに非常に人気 があ って抽選でやらざる を得 ないとか、今、高校 生だ とかも直面して被害 に
遭っているという以 前の 問題として、小さな うち から消費にかかわる よう なこと、経済にかか わ
るようなことでどの よう な意識を持たせるの かな というのは、協同組 合と してはお母さん方に 情
報を提供することに よっ て何かをやっていく こと は、一定程度、間接 的に やられている部分は あ
るのかもしれないと 思う 程度でございます。
○髙委員長

ありが とう ございます。

もう一点なのです けれ ども、事業者に消費 者の ほうを向いた事業経 営を やってもらうために 、
それを促すために何 らか の意見交換とか、あ るい は教育の場を設けて いる とか、そういった活 動
はございますでしょ うか 。
○ 京 都 消 費 者 契 約 ネ ッ ト ワ ー ク 野 々 山 弁 護 士 /理 事 長

私どもは訴訟をしたり申出をすることに

よって教育と言うか 知っ てもらうというのが方針 なのですが、関西に は、KC's、消費者支援機 構
関西という適格消費 者団 体があります。これ は大 阪にあります。そこでは 定期的に事業者セミ ナ
ーというものをやっ てお ります。双方向コミ ュニ ケーションセミナー とい うことで、消費者と 事
業者との間のコミュ ニケ ーションを保つため に消 費者側と事業者の方 に来 てもらって、いろい ろ
な意見交換をしてい く。 信頼って何なのかと いう こと、情報提供のあ り方 についてお互いで意 見
交換をするなどして 、そ れぞれの立場の意見 をや りとりしています。
それから、少し以 前で ありましたけれども 、KC'sでは事業者から依 頼を受 けて、例えば生命保
険会社から依頼を受 けて パンフレットを消費 者視 点で作るとか、そ のような 活動をしております。
○東京消費者団体連 絡セ ンター小浦事務局長

こ ちらからの要請では なく て、事業者団体さん か

らガスとか電力、冷 凍食 品関係とか、そうい うと ころから意見交換会 に参 加してほしいという こ
とがありますので、 積極 的に参加をして消費 者か らの要望等を伝える よう にしております。
また、電気事業者 協会 さんからも意見交換 の場に、参加してほしい とい うことがあります。 そ
ういうところに積極 的に 参加をしているとい うと ころでございます。
○青森県消費者協会 小笠 原副理事長

消費者 教育 のところに関係する ので すけれども、新採用 の

職員研修を事業者団 体が やっていますね。青 森市 委託のモデル事業で 社会 人対象の教育を行う に
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当たって、そういっ た研 修の場を活用させて いた だいたのですが、あ のと きに感じたのは、そ う
いう角度からもう少 し体 系的にお互いが連携 して 組めないかなという 実感 はしました。これま で
も事業者団体と我々 は接 点が弱いなというの は正 直実感していました ので 、そこをもう少し生 か
せないかなという気 はし ています。
それから、神戸市では 、いわゆる消費者教 育の研修を修了した人た ちを、学いろいろな場面 に
活用していくという シス テムを作っていて、 私も あそこはさすがだな と思 いましたす。それをも
う少しうまく組み立 てて やれれば、学校、事 業者 も含めて地域社会で、担 い手の人材バンク及 び
ネットワークが作れ るの ではないか。ただ、 ボラ ンティアでないとで きな いので、そこに行政 支
援といいますか、財 政的 な支援をいただけれ ばも う少し定着するので はな いかという気がしま し
た。
○ え ひ め 消 費 者 ネ ッ ト 池 田 司 法 書 士 /理 事

愛媛の中でもこの事業者とのつき合い方を考えると

ころがありまして、 例え ば会員さんにその事 業者 が入ってくるという のは いかがなものなのか と
いう考えもあろうか と思 います。そこでうま く話 し合いを持ってやん わり と解決していく方法 も
あるのだろうなと思 うの ですが、そのあたり は問 題意識として持って おり ますので、またいろ い
ろと各団体さんの意 見も 聞いてみたいなと思 って おります。特に会員 に入 れてもいいものなの か
どうなのか、うかが いた いなと思っています 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

今の意 見の 事業者を入れるか入 れな いかという話なので すが 、実は消費者委員会 の

中で事業をやってい るの は私だけなのです。 ほか の方は消費者問題の 専門 家の方です。
消費者委員会の委 員に なって３年目になり ます けれども、こうやっ て入 れていただくと非常 に
対話ができるといい ます か、こういうことが 起こ っているのだという こと と、消費者に対して こ
ういうふうにしてあ げよ うと思っているとこ ろの 対話が非常に聞ける ので す。そうすると事業 と
して何をしなければ いけ ないかとか、消費者 視点 で物を考えていらっ しゃ る企業もたくさんあ る
わけですから、情報 がき ちんと流れてくると いう ことがとても大事で 、消 費者教育ということ だ
けではなくて、企業 内教 育といいますか、こ んな 問題が消費者に起こ って いますよ、それに対 し
てこういうことをし なけ ればいけないと考え てい ますよということが 情報 として入ってくるこ と
によって、企業の姿 勢が 変わってくる。それ から 、消費者だけが正し いと いうわけではないこ と
がたくさん起こって きま すので、消費者教育 の在 り方も変わってくる とい う、両者の姿勢が変 わ
ってくると思うので す。
ですから壁という のは 人でできていますの で、 人は話せば分かると いう 意味ではちゃんとお 話
をなされる機会があ れば 、私はここで９人が 専門 家で、私は事業側と して 消費者志向というの は
どういうことかとい うの をやっていますけれ ども 、そういう意味では 何と なく少し壁を払って し
まうという意味で、 京都 さんがなさっている もの が京都の経済同友会 、KC'sさんでなさってい る
ところも大変企業と 一緒 になってということ をな さっていると思うの で、 そういう成功事例を 共
有していただいて、 考え ていただくというの もい いかなと思います。
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お聞きしたいのが ２つ ありまして、まずは支援 の問題なのですが、 財政 支援に関して各団体 様
が具体的な数字を挙 げて お話をなさったこと があ るかどうかというこ とで す。去年もおととしも
同じように支援をと いう お話があったのです が、こちら側からどういうサ ポートをしてさしあ げ
られるのだろうとい うの が、非常に具体的で ない がゆえに分からない ので す。ただ支援してく だ
さいと言うのは簡単 なの ですけれども、では10万 あげたから支援しま した と言われればそうな の
かなと思うし、そうでは な くてもっと200万、300万、1,000万の単位で支援 して ほしいのですとお
っしゃっているのか。そ してそれは何に使わ れる のか、ということもあり ます。例えば電気代 だ
って事務所代だって かか るわけですから、人 間、生 きていればいろいろ なも のがかかってきます 。
それをいつまでもボ ラン ティアだけでは済ま せら れないということが ある と思います。
ですから、それを 数字で具体的に出してい ただ くことがいいことか 悪い ことか分からないの で
す け れ ど も 、 単 純 に 普 通 の 生 活 の 中 で も 子 供 が 「 お 金 を ち ょ う だ い 」 と 言 っ た と き よ り 、 「 100
円ちょうだい」と言 った ときのほうが親も出 しや すいということもあ りま すので、せっかく皆 さ
ん集まっていらっし ゃる ので、地域性もあり ますで しょうけれども、こ れは私 の意見なのですが、
そういう数字が見え てく ると見えやすいかな とい う気もしております。も しそういうことがあ れ
ばお教えいただきた いと いうことです。
もう一つ、最近は子供 の教育をアプリです ると いうのが結構ありま して 、アプリだと子供た ち
は見るのです。アプ リで 消費者教育、だまさ れち ゃだめですよとか、泣き 寝入りしないでねと い
うアプリがあると、 それ はどういうことなのだと いって、困ったらこ こに 来なさいねというよ う
なものが本当はある と、 それを全国区で、皆 さん で共有したり、これ は消 費者庁がやることか も
しれないのですけれ ども 、そういうことがあ ると、割とネットで子供 たち は見ていきますので 、
生の教育の場におい ての 消費者教育と、子供 たちが寝るまで離さない スマ ホというものを使って
の教育というのと、最近 はいろいろなところ で行 われ始めているかも しれ ないのですが、そう い
うものはいかがなも のか というので、どのよ うに 考えていらっしゃる のか 、どなたかにお返事 い
ただければと思いま す。
○青森県消費者協会 大塚 理事長

今、財政的 支援 の関係で数字で示し てい ただきたいというお 話

がありましたけれど も、私 どもでは今、出 ていた支援 の問題は、要す るに相談員 の人件費の問題、
もう一つはいろいろ な活 動をしている、適格団体 として活動をしてい る団 体、あるいは消費者 問
題について様々な活 動を している団体に国の ほう で支援していただけ る、 この３つだと思うの で
すが、私が今、申し 上げ たいのは相談員の人 件費 の問題について。こ れに ついては非常にシビ ア
な問題だと思ってい ます 。
それはなぜかとい うと 、我々みたいに県か ら受 託している、市から 受託 しているのは、日々 毎
年予算要求はやって おり ます。でも、その中 で県 なり市の財政的な問 題が あるわけです。我々 が
単にこれだけのもの を欲 しいと言ってもなか なか それは今どこの県も 、ど この市も財政が厳し い
状況にある。国のほ うも そうだろうと思うの です 。
でもその中で、唯 一国 のほうでできるのは 地方 交付税だと思います 。地 方交付税の中に相談 員
というものの人件費 をし っかり乗せていただ く。 これは入っているか どう か私は理解していま せ
27

んが、そういうもの でも って措置をする。地 方交 付税で措置をすると 県な り市の財政担当が、 そ
れは交付税だからそ の中 で地方団体に任せら れて いるわけです。それ を明 確にすることが、こ れ
は相談員としての人 件費 相当分だということ を明 確にしていただいて 、財 政的な支援、こうい う
ことが具体に申し上 げれ ばそういうことが言 いた いのであって、これ を消 費者庁でも非常に国と
の折衝というのは難 しい 。
事業費の問題につ いて もなかなか難しいと 思い ますが、先ほど申し まし たけれども、地方交 付
税でもって財政的な 支援 をするというものは 、附 帯決議としてなされ てい るというお話をしま し
たが、そういうこと でも って私どものほうで はお 願いしたい。ただ、 県が 悪いのではなくて、 県
も厳しい。その中で 国と してしっかりした形 で明 確にそういう位置づ けを していただけると、県
なり市町村でつけや すい のではないかという こと を申し上げたいとい うこ とです。
○髙委員長

ありが とう ございました。

まだまだいろいろ 質問 等あろうかと思いま すけ れども、時間となり まし たので私のほうで整 理
をさせていただきま す。
今日皆さん方から 基本 計画工程表改定に関 して いろいろ御意見をい ただ きまして、我々も今 、
委員会として工程表 の改 定に関して意見をま とめ ているところなので すけ れども、今日いただ き
ました皆さん方の意 見を できるだけ反映した いと 思っているところで ござ います。
今日いただいたい ろい ろな意見がございま すが、４つぐらいに整理 され るのかなと思ってい ま
す。
１番目は、いずれ の団 体さんもおっしゃっ てお られましたけれども 、財 政支援の問題です。 団
体に対する支援とい う話 と、相談員の方々の 処遇 改善とか、あるいは 適格 消費者団体を目指す 団
体に対する財政支援 等の そういった問題も検 討を してもらえないか。 一回限りではなくて継続 的
な支援というものも 検討 してもらいたいとい う御 意見をいただいたと 思っ ております。
２番目は法制度的 な問 題あるいは執行の問 題、 これに関して貴重な御意 見をいただきました 。
消費者契約法の改正 の話 あるいは景表法につ いて は執行をもう少しき ちん とやるべきではない か。
悪質な事業者につい ては 手を替え、品を替え、場 所を替え、幾らやっ ても 切りがないという意 味
で厳格な執行をお願 いし たいということ。こ れと あわせて被害情報の 開示 ということも考えて も
いいのではないか。 ある いは勧誘規制も積極 的に 考えてもらいたい。 これ とあわせて特商法の 改
正ということもある と思 う。さらには消費者 被害 の集団的回復制度、 訴訟 制度については全く使
い勝手が悪いという 御指 摘がありますので、 どこ までやれるか分かりませ んけれども、そうい っ
たことも我々は検討 して いきたいと思ってお りま す。
表示については健 康食 品、原材料、原産地 表示 、こういった問題も 全然 きちんと改善されて い
ない。消費者にはや さし いものになっていな い。 ここを考えてもらい たい という御指摘を受け ま
した。そういう制度 的な 問題、これも我々委 員の 間で共有させていた だき たいと思います。
３番目は特に高齢 者の 方々の被害をどうや って 防ぐか、あるいは被 害の 拡大をどうやって防 止
するか、あるいは救 済と いう話につながるの でし ょうけれども、ネッ トワ ーク作り、見守りネ ッ
トワーク、こういっ た福 祉分野との連携をや りた いのだけれども、よ り進 めやすくなるような 工
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夫をしてもらいたい とい う御意見もいただき まし たので、そういった 内容 を工程表の改定の中 に
も含み込むような形 で検 討したいと思います 。
最後は教育ですけ れど も、とりわけ成年に 対す る教育のところが喫 緊の 課題だという認識を 得
ました。教育を充実 して いく上で特に文科省 と教 育委員会のところの アク ションがなければ、 ま
ず事が変化してこな いだ ろう。とりわけ実態 をま ず調査せよという貴 重な 御意見をいただきま し
た。その他もろもろ公益 通報の話とか、人材 バン クとかいろいろ細か く具 体的なものをいただ き
ましたけれども、あ るい は公正取引の実現と いう ものは大企業でもい ろい ろな問題が起こって い
るではないかという とこ ろで、これも考える べき ではないかという御 意見 もいただきました。 そ
ういった点について は、既に４つの点とあわ せて 消費者行政の全体の グラ ンドデザインを考え る
べきではないかとい うこ とを今、委員の間で も議 論しているところで ござ います。直面する課 題
の問題と全体的なグ ラン ドデザインの問題を 今後 、委員会のほうで考 えて いきたいと思ってお り
ます。
以上のような整理 をし まして若干、漏れが ある かもしれませんけれ ども 、しっかり私のほう で
もメモをとらせてい ただ いておりますので、 今後 、対応させていただ きた いと思います。
皆様におかれまし ては 本日、お忙しい中、 御出 席をいただきまして 、貴 重な御意見ありがと う
ございました。この 御意 見、御要望につきま して は、委員会運営の参 考に させていただきたい と
思います。

≪３．閉会≫
○髙委員長

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 皆様にお集まりいた だ

きまして、ありがと うご ざいました。
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