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《１．開会》
○山本委員長

それ では 、お集まりいた だいてお りますので、テ レビ会議 システムで開始をし たい

と思います。
本日の進行につい てで すけれども、途中 で私の 回線が切れた場合は 、復 旧するまでの間、委員長
代理に、委員長代理 の回 線も併せて切れた場 合は 事務局に、それぞれ 進行 をお願いいたします 。
それでは、ただい まか ら消費者委員会第 320 回 本会議を開催いたし ます 。
本日は生駒委員が 御欠 席です。
まず、会議に先立ちまし て、本日は新型コロナウイ ルス感染症拡大防止 のた め、私も含めまして、
御出席の委員の皆様には テレビ会議システムで会 議に参加していただ いて おり、また 、感染拡大防
止の観点から、引き続き 一般傍聴者の方には 入っ ていただかない形で 開催 をいたします。議事録に
つきましては、後 日、消 費者委員会のホーム ペー ジに掲載をいたしま すけ れども、議事録が 掲載さ
れるまでは本日の会 議の 様子を５月 14 日木曜日 の 15 時からホ ームペー ジで動画配信をいた しま
す。
それでは、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。
○金子参事官

事務 局の 金子でございます。

配付資料の確認で ござ いますけれども、議事次 第 の下部に書いてござ いま す配付資料の一覧のと
おりでございます 。テレ ビ会議ではございま すけ れども、もしお 手元の資 料等に不足がござい まし
たら、事務局までお 申し 出いただきますよう にお 願いいたします。
以上でございます。

《２．消費者基本計画工程表の素案について》
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、本日の 議題 に入ります。本日は 「消 費者基本計画工程表 の素 案について」です。
工程表につきまし ては 、第４期消費者 基本計画 が昨年度末に策定さ れた ことを受けまして 、具体
的な施策について 、年次 計画である工程表を 定め ることとされており ます 。具体的には工 程表にお
きまして、基本計画 対象 期間中の取組内容及び KPI、すなわち重要業績 評価 指標を明示し、国民の
意見を反映させるた めの 取組を進めるととも に、消 費者委員会の意見を 聴取 した上で策定されるも
のとされております 。
去る４月 28 日の委員間 打合せにおきまして 、消 費者庁から消費者委 員会 に対しまして、工程表
素案について説明が あっ たところです。ま た、消 費者庁におきまして は、消費者委員会での説 明を
踏まえ、４月 30 日にパブ リックコメントを開 始し 、５月 29 日まで国民から 幅広く意見を公募し て
いる段階と承知して おり ます。本日の本会 議では 、消費者基本計画 工程表 素案について、基 本計画
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に沿った具体的な施策や関係府省庁が講ずべき具体的施策のポイントについて御説明をお願いし
たいと思います。
本日は、消費 者庁消費 者政策課の内藤課長 にお 越しいただいており ます 。内藤課長にお かれまし
ては、お忙しいと ころを 御出席いただき、ありが とうございます。それで は、大変恐縮です けれど
も、20 分程度で御説明を お願いいたします。
○消費者庁内藤消費 者政 策課長

消費者庁の 内藤 でございます。よろ しく お願いいたします。

基本計画が３ 月 31 日 に 閣議決定されたとこ ろで ございます。これを 受け まして、本日はその年
次計画に当たります 工程 表の素案を作成し 、パブ コメをしているとこ ろで ございますので 、その内
容について改めて御 説明 を申し上げたいと思 いま す。
資料１－２をお手 元に 御用意いただければ と思 います。表紙をおめくり いただきますと 、基本計
画 の 枠 組 み に つ い て ポ ンチ 絵 を つ け て ご ざ い ま す。 改 め て の 説 明 で 恐 縮 です が 、 基 本 計 画 自 体 は 、
上の囲みのとおり、 今年 度 2020 年度から５か年 の 計画期間とする消費 者政 策の推進に関する大綱
というものでございまして、これの年次計画に当たるものが本日御説明する工程表でございます。
その構成につきましては、１－２の最後のページを御確認いただければと思います。11 ページに
は、基本計画工程 表の枠 組みにつきまして 、基本 計画本体の第５章の 構成 に沿って、５本の 柱に分
けて具体的な施策を 位置付けております。現 在、148 の施策を登録してい る ところでございます。
中身の詳細につきま して は 、かなり大部 でござい ますので、資料 １－１にて御説明をさせてい ただ
きたいと思います。
１－１でございま すけ れども、都合上、１ 月 30 日に消費者委員会か ら御 意見をいただいていま
す御指摘事項をベー スに 御説明させていただ きた いと思います。全体の構 成といたしまして 、各項
目のうち、SDGs に関連す る項目は、その旨を 本体 には明記していると ころ でございます。
左側の柱の１番目 から 順に御説明をさせて いた だきます 。最初の柱が消 費 者被害の防止でござい
まして、意見とし て（１ ）の②消費者事故 の関係を御指摘いただてお りま す。こちらにつき まして
は、②のア、事 故情報の収 集 、公表及び注意 喚起 、工 程表本体は 10 ページに、事故情報のデータバ
ンクの入力データの 質の 向上 、あるいは 関係機関 への情報提供、データの 活用の働きかけとい った
取組を記載してござ いま す。
④食品の安全性の 関係 でも委員会から御指 摘を いただいております 。④ のク、食品のト レーサビ
リティの関係で御指 摘を いただいております 。本 体は 34 ページでござい ま すが、こちらに食品の
トレーサビリティを 記載 しているところでご ざい ます。
（ ２ ） で ご ざ い ま す 。取 引 の 関 係 で ① の ア 、 特定 商 取 引 法 の 執 行 強 化 とい う 項 目 が ご ざ い ま す 。
預託法の見直しにつ いて 御指摘をいただいた 部分 につきまして、本 体 38 ペ ージに記載をしてござ
います。
１－１ウでござい ます 。消費者契約法の見 直し に向けた対応、本体 は 41 ページに明記している
ところでございます 。
（２）②のキ、安全・安心なクレジットカ ード 利用環境の整備につ きま しては、１月の委員会で
与信の関係での御指 摘を いただいております 。割 販法の見直しの関係 でご ざいまして、そ の旨をこ
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ちらに明記しており ます 。なお、割販法の改正案 につきましては、３月に 閣議決定をし、現在、国
会で審議が行われて いま す。
１－１⑤、食品 表示の 関係でア、食品表 示制度 の適切な運用という 項目 がございます。こ ちらに
ついても御指摘をい ただきました。栄養成分表示 の 関係等々の食品表示 法に 基づく新しい食品表示
制度が今年度から全 面施 行されるということ で、そ の関係の取組あるい は遺 伝子組換えの食品表示
制度について、工程表に 明記するという御指 摘を １月の委員会意見と して いただいております 。こ
の関係は、本体 73 ページ に記載してございま すの で、後ほど御覧いた だけ ればと思います。
⑥のサ、被害回復、救 済 に向けた取組で意見 をい ただいている部分で ござ いまして、本体の 93 ペ
ージに当たります。振り 込 め詐欺救済法に基づ く被 害者の救済支援とい った 項目を盛り込んでおり
ます。
１－１⑨のキ、個人情 報保護法の適切な運 用に ついてございます 。１月 の委員会意見では 、パー
ソナルデータを含む ビッ グデータの適切な管 理と 効果的な活用という 項目 の中で、個人情報保護の
管理について御指摘 をい ただきました。今 回、個 人情報保護法、法 律の改 正案を国会に提出し てい
るため、本体 106 ページ のキのところで 、場合に よっては少し現行化 をし ながら記載をしてい くこ
とにしてございます 。
１番目の柱、最 後でご ざいますが、（ ４）の①消費者団体訴訟制度 の整 備について本体 119 ペー
ジになります。こ ちらに つきましては、１ 月の委 員会意見では、裁 判手続 特例法の見直しを含 めた
取組について明記す るよ うに御意見をいただき、 記載をしております 。
１－１の１ページ 目に お戻りいただければ と思 います。２つ目の柱のと こ ろにも幾つか項目がご
ざいます。
申し遅れましたが、黄 色のマーカーで塗っ てい る部分が、先ほど申 し上 げた 15 の新しく追加し
た項目でございます 。食 品ロス等々は新規項 目となります。
（２）の環 境保全の関 係で１月に御意見を いた だきました。循環 型社会 あるいは脱炭素社会 の実
現に向けた消費者へ の情 報提供、普及啓発などに つ いての取組を明記す るよ うにという御意見をい
ただいております。脱炭 素については（２ ）の①、本体 136 ページ、それ から、循環型社会に つき
ましては③、本体 139 ペ ージに記載しており ます。
（３）消費者 志向経営の取組につきまして 、御 指摘をいただいてご ざい ます。本体の 149 ページ
に消費者志向経営の 推進 について記載をしてござ います。
２つ目の柱は以上 でご ざいまして、３つ目の柱 でございます。（１）① のイのデジタル・プラッ
トフォームの関係の 取組 でございまして 、１月の 委員会意見では 、プラッ トフォームが介在す る取
引の在り方について 、関係 省庁の取組を明記す るよ うにという御意見を いた だきました。本体の 157
ページにその関連の 記載 を事項として盛り込 んでおります。
次の項目②のア 、デー タ駆動社会、②で は情報 信託機能の社会実装 等々 書いてございますが 、消
費者委員会からは 、情報 銀行の取組、今 後の在り 方について明記する よう にと御指摘をいただ いて
おります。アのとこ ろ、 本体 159 ページに記載を 盛り込んでおります 。
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３つ目の柱は以上 でご ざいます。４つ目 の柱は 、消費者教育の関 係でご ざいます。こちら につき
ましては、幅広く消 費者教 育の関係の取組をし っか り記載するようにと 御意 見をいただき、本体 171
ページ以降に記載が 盛り 込まれております。
４番目の柱の（ ２）が 普及啓発の関係でご ざい ます。こちらにつ きまし ても、１月の委員 会意見
で 、 啓 発 の 戦 略 に つ い て基 本 的 な 方 向 性 に つ い て記 載 す る よ う に と い う 御意 見 を い た だ き ま し た 。
本体の 185 ページにその 関連の記載を盛り込 んでおります。
今回、１月の御 意見を 踏まえての取組内容 を御 説明させていただき まし たけれども、１点 、意見
の中で入っていない項目 がございます。具体的に は身元保証等高齢者 サポ ート事業は、項 目として
は盛り込んでおりま せん。こちらはサポート事 業の 調査やその対策が一 定程 度取られたという判断
の下、今回の基本計 画工 程表には盛り込まな いと いう判断をさせてい ただきました。
私からの説明は以 上で ございます。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、委員 の皆様 から御意見を伺いま すけ れども、まず 、前回委員 間打合せで御欠席で あり
ました片山委員長代 理、それから、柄澤委 員、清 水委員に御意見を伺 って 、その後でほかの 委員か
ら御意見を伺うとい う順 番にしたいと思いま すけ れども、片山委員長代理 か らお願いできますでし
ょうか。
○片山委員長代理

あり がとうございます。

皆さんの委員間打 合せ における意見を大体 拝見 させていただいたの です が、私も全体的に施策内
容、KPI ともにもう少し具 体性があればと感じ ると ころが多々ありまし た。
個別の問題として は、い ろいろな項目におい て消 費者への情報提供と いう 施策が挙げられていま
す。安全であれば 14 ペー ジ、その他の項 目でも随所 にありますが、いつもお願 いするように、情報
を 必 要 と し て い る 消 費 者の 視 点 に 立 っ て 、 ど う いう 内 容 を 伝 え れ ば 消 費 者に 理 解 さ れ 伝 わ る の か 、
更に確実に伝達する方法 として、どういう方法が あ るのかを明確にして 実施 していくことが施策と
して重要です。今 、多様 なツールができてい ます が、そのような方 法を使 うことで消費者の理 解や
意識というものが変 わっ ていく。そういう伝え方 の抜本的な改善、改革と いうものが、もう 何年も
言われ続けているに もか かわらずできていな いの で、その点を工程表の中 に も是非とも盛り込んで
いただきたいと思い ます 。消費者への情 報提供と いう言葉だけで終わ らせず、具体的にど のような
改善をするのかを工 程表 に記載する工夫をし てい ただきたいと思いま す。
消 費 者 安 全 調 査 委 員 会の 報 告 書 の 公 表 も 同 じ で、 報 告 書 の 公 表 と 施 策 では 挙 げ ら れ て い ま す が 、
むしろ関連省庁へ伝 える ことがメインのイメ ージ を受けました。そうでは なくて、被害に 遭う消費
者自身に伝えるとい う観 点も工程表の中にも 盛り 込んでいただきたい と思 います。
違う分野ですが 、事業 活動におけるコンプライ アンス向上のところ で、今回の公益通報の体 制整
備についていろいろ 書か れています。今後作成さ れ る指針の中で細かく いろ いろ書かれるのだろう
とは思いますが、この施 策、工程表の中に も、公 益通報で重要なのは、一 般的な周知啓発だけ では
なくて従業員が本当 にそ の窓口を信頼して使 える かどうかという消費 者意 識も含めた意味での KPI
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を充実させてほしい。法の 認知度、あるいは窓口 の設 置状況だけが KPI に挙が っ ていますけれども、
本当に従業員に伝わ って いるかどうかも KPI とし て取り入れていただ きた いと思います。
コロナのところは 、まだこれからいろいろ と施 策が出てくるのだと 思い ますが、できる限 り、こ
の工程表の中に具体 的な 取組を盛り込んでい ただ きたいと思います。
とりあえず以上で す。 ありがとうございま した 。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、柄澤委 員、 お願いできますでし ょう か。
○柄澤委員

まず 、全体 として、第４期 の基本計 画の内容に沿って網 羅的 に項目がカバーされ てい

ると感じました。ま ずは 消費者庁の丁寧な作 業に 敬意を表したいと思 いま す。
その上で、２つ の点を 述べたいと思います 。全 体として取組と目標 が明 確であって、その 目標を
達成するための適正な KPI が設定されているものも 多く見られますけれ ども 、一方で 、取組と目標
が明確なのですが、KPI が アウトプット型とな って いるもの、例えば目 標が 制度の周知徹底であっ
て、KPI が会合の開催 の回 数を示しているもの。あ るいは目標と KPI が混 在 しているもの、例えて
言えば、目標が消費者保 護 ルールの実効性を確 保す ることで KPI が消費者保 護制度の運用状況とな
っているなど、取組と目 標というものが正し くひ もづいていれば 、その取 組の進捗を図る KPI も明
確になると思われ、 担当 省庁にはまずそこを しっ かり見てもらいたい と思 います。
一方で、取組は法令 の見 直しやガイドライン の策 定などの場合に、策定 後の KPI が重要であって、
法改正や策定そのも のに は KPI がなじまないとい うことも承知してお りま す。全ての項目において
目標が明確でアウト カム 型の KPI を設定すること は困難であることは 理解 するけれども、工程表作
成に当たっての各府 省庁 共通の物差しのよう なも のがあってもよいの では ないかと思います。１月
30 日の消費者委員会意見 のとおり、現状の KPI の検証を行った上で、このよう な物差しを検討すれ
ばよいのではないか と思 います。
もう一点、消費 者行政 について若干御意見 とい うか、要望を申し 上げた いと思います。消 費者行
政には、もう少 し想像力 を働かせる必要があ ると 感じております 。技術の 進展や消費者の意識 の変
化など、社会の 変化によ りまして、消費 者被害の 形態は多様化してき てい るということを念頭 に置
いておく必要がある と思 います。今回の 新型コロ ナウイルス感染症で のマ スクの問題で、有事の際
にも消費者被害が発 生す ることを強く認識す るこ とになりましたが 、今回 、新たに示された新しい
生活様式、通販 あるいは デリバリー、テイクアウ ト等々が生活様式の 中で 定着してくると思い ます
けれども、この ような点 においてもどのよう な消 費者被害が想定され るの か、想像力を働 かせて備
えていくことが必要 だと 思います。
対症療法だけでは なく 、いわゆるフォワ ードル ッキングな対応も必 要だ と思います。同時 に、ス
ピード感も求められ ると 思っておりまして、消費 者 基本計画には取り上 げら れていない項目でも消
費者被害が急速に拡 大す ることもあり得ると いう ことで、他省庁の領域に ま たがる課題にこそ消費
者庁の存在意義ある いは 出番があると考えら れて おりますので、難しいと こ ろはあると思いますけ
れども、消費者 被害の拡大スピードに遅れる こと なく、是非ちゅ うちょせ ず対応していただき たい
と思います。
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以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、清水委 員、 お願いします。
○清水委員

御説明 あり がとうございました 。削 除された身元保証に つい てですが、相談 の現場で

すと、ここ１年ぐ らい相 談があまりないです 。で すから、今回載せ なかっ たということは理解 でき
ます。
ほかの点、あと２ 点な のですが、工程表 の 38 ペ ージの法執行のとこ ろで す。今年の１月ぐらい
から消費者庁が実名 公表や注意喚起を、今まで過 去 にないスピードで数 多く実名公表していただき
ました。現場では とても有り難かったので 、引き 続き、この勢いで 実名公 表をお願いしたいと 思い
ます。法律の改正を望む ところでございます が、今、スピード感を 持って やらないといけない とな
ると、法改正よ りも実名 公表、その実名 公表をい かに一人一人の国民 に伝 えるかが必要だと思 いま
す。
消費者庁の伊藤消 費者 庁長官が、４ 月 30 日に 記 者会見をしています 。国 が待てる買物は通販で
というような 10 のポイ ン トを示して、インタ ーネ ットの闇の部分のト ラブ ルが多いことを注意喚
起していただきまし た。しかし、残念なが ら、こ れを例えば東京都の 小池 知事のような定例記 者会
見でワイドショーが映し たりだとか、ニ ュース報 道したりということ がな かったのです。私たち相
談員が日頃思ってい るこ と、また 、一人一人の相 談 があった場合に注意 喚起 していることが網羅さ
れていた発言だった と思 います。できればこうい う会見内容をいかに一 人一 人の国民に伝えるかの
広報の在り方をもう 少し 工夫して頂きたいと 思い ます。
もう１点なのです が、 新型コロナウイルス の感 染対策です。170 ページ 、 こちらは現在進行形な
ので、今後改定 される中 で書き加えられると 思い ますが、相談体 制につい ては不十分だという こと
が露呈しています 。私は、名古屋市消費生 活セン ターに勤務しており ます が、今、全員出 勤をして
おります。相談が 急増し ているので、その ために、当初は半分ずつ の勤務 で感染防止、全滅 を避け
る対策をしていまし たが 、とても市民の 要望に応 えられないというこ とで 、ゴールデンウ イーク明
けから全員出勤して おり ます。これで良 いかどう かは別として、市民の不 安に応える最後のと りで
の消費生活センター はそ のような対応でやら ざる を得ないということ から、体制については今後考
えていく必要があり ます 。
相談の中で、キ ャンセ ルの相談が非常に急 増し ています。しかし 、これ は新型コロナの問題 もあ
りますけれども 、もとも と、例えばブラ イダル約 款のような業界の標 準約 款自体が問題である とい
うところで、適格 消費者 団体が頑張ってはい るの ですが、現状 、そういう 根本的なところがあ りま
すので、それは別 途、消 費者契約法の議論の 中で 進めていかれると思 いま すので、期待して おりま
す。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、内藤課 長か ら何かございました らお 願いしたいのですけ れど も、いかがでしょう 。
○消費者庁内藤消費 者政 策課長

消費者庁で ござ います。
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３ 名 の 委 員 の 先 生 方 から 御 意 見 を い た だ き ま した 。 順 番 に コ メ ン ト を 差し 上 げ た い と 存 じ ま す 。
まず、片山代理 からの 御指摘でございます 。施 策の具体性につきま して は、もう少し関係 省庁と
議論をしながら中身 の精 緻化に努めてまいり たい と思っております。
情報提供の関係で 消費 者の視点に立つ 、それか ら、分かりやす いように いろいろな手法を活 用す
ると御指摘をいただきま した。現在 、デジタル化 の 関係で消費者が留意 すべ き事項の理解促進につ
いて、本体 161 ページで すが、普及啓発の 関係な ども含めた情報発信 の在 り方について、検 討会で
議 論 を し て い る と こ ろ でご ざ い ま す 。 そ の 報 告 書の 提 言 な ど も 踏 ま え な がら 、 情 報 発 信 の 在 り 方 、
強化については取組 を進 めていきたいと思っ てお ります。
公益通報につきま して は、現在、国 会で改正案 が議論される予定で ござ いますので、そち らでの
質疑などの内容も見 なが ら取組を進めてまい りま す。
コロナについても 、ま だ終息しておりませ んの で、工程表には 取組の状 況についてはもう少 し進
捗状況、取組の状況 も含 めて更新をしていき たい と考えております。
続きまして、柄 澤委員 からの御指摘でござ いま す。目標と KPI が混在し ている、アウトカ ムでは
な く ア ウ ト プ ッ ト に な って い る と い う 御 指 摘 を いた だ い て ご ざ い ま す 。 ここ は 御 指 摘 の と お り で 、
毎年御指摘をいただ いて いる課題になってい ると ころではございます。私 ど もから具体的に関係省
庁に対して提案をす るな どして、少しでも良い KPI、数値指標になるよ うに 努力をしていきたいと
思っております。
２点目、特にコ ロナの 関係で、後追いで はなく 、ある程度予測 、予想し た上で取組を前もっ て考
えておくべきではな いか、スピード感を持って 対応 すべきではないかと いう 御指摘をいただいてお
ります。これに つきまし ては今回マスクの関 係で 品不足、あるい はいわゆ るデマの関係で SNS を通
じて不確かな情報が 拡散 して、マーケッ トから物 がなくなったという こと がございました 。こうい
ったことについては 、実 際そのときどういう 消費 者の認識、行動 があった のかを改めて分析を した
上で、今後の教訓と して 対策についても検討 して いきたいと考えてお りま す。
清水委員から３点 いた だきまして、身元保 証の 件が１点目でござい まし た。
２点目、法執 行の関係 でございます。これも私 どもは引き続きしっ かり やっていきたいと思 って
おりますけれども 、公表内容をうまく取り上 げら れないという課題が ござ います。先ほど も申し上
げた検討会では、PR の方 法について相手にど のよ うに取り上げてほし いか、相手がどのように取 り
上げたいか考えなが ら、リリースなどを工夫す べき という指摘をいただ いて おり、PR の方法を工夫
しながら今後考えて いき たいと思っておりま す。
清水委員の３点目 、コ ロナへの体制につい て御 意見をいただいてお りま す。体制について は、全
国の相談員の方にも 大変 御苦労をお掛けして いる ところでございまし て、私 どもとしても相談体制
の強化については 、取組 を考えたいと思って いる ところでございます 。キ ャンセルの御指摘も ござ
いました。ブラ イダル関 係のキャンセルの話 とい うのは報道等でもさ れて おりまして、判 例の問題
とそもそもの約款の 内容 の問題がありまして 、個 別に判断するしかな く、一律の基準をお示し でき
ないため、非常に悩ま しい ところでございます。問題 意識は担当の部署と も共 有はしていますので、
本日いただいた意見 を改 めて担当の部署にも お伝 えしたいと思います 。
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私からは以上でご ざい ます。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、ほかの 委員 の方、いかがでしょ うか 。あるいは、今 、お答え いただいて、更に先 ほど
御発言いただいた委員から追加して何かあるということであればお願いできればと思いますけれ
ども、いかがでしょ うか 。
それでは、丸山委 員、 木村委員の順にお願 いし ます。
○丸山委員

それで は、 資料で言いますと、 資料 １－３の工程表本体の 55 ページ、56 ページの賃

貸借の辺りになりま す。担当省庁が国交省と なっ ている部分なのです けれ ども、家賃保証 の問題に
ついて、消費者 庁はどう 考えているのかが気 にな ったところでござい ます 。どういうこと かと言い
ますと、家賃保証 という のは、現在、消 費者に資 力があっても、親 族等が 保証人になってくれ る場
合でも、加入が 強制され るような物件が増え てき ている印象がありま す。このような家賃保証 シス
テムというのは 、借家と 抱き合わせになって いる 点で問題があると考 えま すし、保証業者 が既に選
定されているという 点で 、保証料につい て競争も 働かないという点で 、消 費者利益の観点から 少し
問題をはらんでいる よう に思います。
国交省の取組とし まし て、保証業者の 登録、情 報 提供というものをや って いるというのは分かっ
ているのですけれど も、消費者利益という観 点か ら、消費者庁では 、こう いった取引に問題が ある
のかないのかという のは 問題意識としてある のか、何か検討する予定は 全く ないのかという辺りが
質問の第１点という こと になります。
第２点目としまし ては、既に皆様から指摘さ れて いる新型コロナウイ ルス の感染拡大の関係なの
ですけれども、問題の状 況に応じて迅速な対 応が 要求されていると思 いま すので、気にな っている
点としましては 、除菌剤 などを結構消費者は 使う ようになっているの です けれども、その 安全性と
いう観点から問題がないのかどうかということも見ていく必要があるような商品が通販で出回っ
ているのではないかと思 いました。
また、キャンセ ル料に ついては、既に指 摘され ているところではご ざい ますけれども、今 回のよ
うな状況の場合は、自己 都 合のキャンセルとは 言い にくいようなケース も場 所と状況によっては含
まれていたと思いま すの で、時期としては遅きに 過 ぎるということにな るの かもしれませんけれど
も、そういった 自己都合 と言い切れないよう なキ ャンセルについては 、一 定の配慮を求めるよ うな
対応があっても良か ったのではないかという 印象 を有しております。
ただ、今後の問 題とし ては、そういった 時期や 理由によっては、徴収が 適切ではなかったキ ャン
セル料として、事 後的な 訴訟の問題とならざ るを 得ないときに、消 費者契 約法の９条１号や 、場合
によっては 10 条の解釈 と いうものが重要とな って いくと思います。消 費者 契約法の９条１号につ
いては、今、消費者契約 法の検討会でも検討 され ているところだと思 いま すので、こういっ た状況
も踏まえながら検討 を深 めていただければと 思っ ております。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、木村委 員、 お願いします。

8

○木村委員

木村で す。 よろしくお願いいた しま す。

全 体 に 関 し て な の で すけ れ ど も 、 素 案 の 段 階 だか ら と い う こ と も あ る のか も し れ な い の で す が 、
工程表の取組予定の 表が 何年度までに何をと いう 具体的な予定が分か りに くいものが多くて、５年
間ずっと同じという 場合 は良いのですけれど も、そうではない場合は 、も う少し具体的に何年 まで
何ということが記載 され る施策がなければい けな いのではないのかと 思い ます。
次に、KPI について、例 えば 18 ページなのですけ れども、数も大事だと思 うのですが、質の評価
をどう担保するのか とい うところが私は疑問 に感 じております。
また、20 ページ、こ れ は例えばなのですけ れど も、100％という場合 は確 かに割合では達成しま
したねということに なる と思うのですが 、母数は 幾つなのかが分から ない と、それは片手 落ちでは
ないのかと感じてい るの で、この辺の消費者 庁と しての見解をお願い した いと思います。
次に、49 ペ ージになる と思うのですが、87 ペー ジも関連するのです けれ ども、コロナによる 不
況で詐欺的被害が今 後ま すます拡大するおそ れが ありまして、例 えば最近 ですと、給料フ ァクタリ
ングという問題がご ざい ます。たしかこれは金融 庁 がヤミ金であるとい う判 断を下したと私は聞い
ているのですけれど も、消費者から見ますと 、ヤ ミ金とは思わないと いう ことで利用してしま うと
いうことがあります 。資 金が不足したときには公 的な窓口の利用を進 める など、そういう 観点が必
要ではないのかと思 いま した。
次に、先ほど 他の委員 からも御指摘がござ いま したけれども、レンタル やキャンセルについ てで
す。契約そのも のが消費 者に不利益となって いる ものもあると思うの です 。例えば成人式 の晴れ着
のレンタルの場合で すと、利用が２年先であっ ても キャンセル料がすご く高額であるという問題が
ありますので、この点は き ちんと今後検討して いく ことを施策の中に入 れて いただければと思いま
す。これは私からも 重ね てお願いいたします 。
新型コロナウイル スに ついてなのですけれ ども、現在はコロナウイル スの 件が主なのですが、170
ページに記載されて いる とおり、今後も このよう な緊急事態の対応は 不可 欠だと思いますので 、備
えるという意味でも、消 費 者庁としてもう少し 重要 なことを具体的に書 き込 めないかなと思ってお
ります。例えば、この状 況で地震が起きたら 避難 所はどうなるのか 。民放 の報道などで時々そ うい
う観点で報道はされ てい ますけれども、政府とし て、消費者庁と してどの ようなことができる のか
ということも重要だ と思 います。
最後になりますけ れど も、オンラインに ついて です。このような 外出自 粛の中で、急激に オンラ
イン化が進み、学校 教育 についてもオンライ ン授 業などがあると思い ます 。116 ページなどに青少
年のネット利用につ いて の記述もあるのです けれ ども、これは青少年を保 護 するという観点ですの
で、消費者教育 に関わっ てくるという意味で 、青 少年を守るだけでは なく て利用するリテラシ ーの
向上などについての 記述 も必要ではないかと 思い ます。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、受田委 員か らお願いして、その 後で 内藤課長にお答えを いた だければと思います 。
それでは、受田委 員、 お願いします。
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○受田委員

ありが とう ございます。

内藤課長、御説明 あり がとうございました 。
私からは４点ござ いま す。まず１つ目、例 えば 本体の 34 ページ、ここ は 食品のトレーサビリテ
ィの推進ということ で、 先ほどの御説明の中 にも 取り上げていただき まし た。この 34 ページの食
品トレーサビリティ の推 進に関して、少しコ メン トをしたいと思いま す。 この点は 73 ページ、こ
こは食品表示制度の 適切 な運用等という記述 と関 連いたしますので、これ を 関連付けてお話をさせ
ていただきます。
まず、34 ページのトレ ーサビリティの推進 に関 しては、もともと基 本計画 におきまして、フー ド
チェーン全体を通じた新たな推進方策を挙げていくということを受けての工程表と理解をしてお
ります。この食品のトレ ー サビリティをシステ ムと して充実させることを目 的とした問題意識とし
ては、これまでの 食品表 示の在り方、すな わち、基本的には科学的検 証に 基づいたルールにの っと
っているということ が様 々な現代的課題 、例えば 遺伝子組換え食品の 在り 方、あるいはゲ ノム編集
食品の在り方等につ いて 、限界を呈してい るとい うことがございます 。市 場から、あるいは 消費者
からは、この科学的検証 の 限界を社会的検証と 組み 合わせることによっ てル ール化していくべきで
あるということが背 景に ございました。その点で 、工程表が今回具体的 に示 されているということ
かと思います。
実際に、先ほ ど申し上 げましたように 、フード チェーン全体を通じ た新 たな推進方策をこの 工程
表においてはどこが 受け ているのかというよ うに 見ていくと、34 ページの ③ 飲食料品のトレーサビ
リティの推進、米 や牛肉 に関しては義務化さ れて おりますので、新 たなと いうことになると 、この
③がそれを受けてい るの ではないかと拝察い たし ます。ところが 、この飲 食 料品がなぜここに出て
きたかは、これまでの基 本 計画の議論等を通じ て全 く不明瞭であるとい うこ とを述べておきたいと
思います。
そして、35 ページに KPI が書かれておりますけれ ども、この飲食料 品とい う具体が、KPI を書い
てありますここのペ ージ 、KPI にはどれが相当す る のか分かりません。 した がいまして、社会的検
証を消費者が求めて いる ことを受けてのトレ ーサ ビリティの充実を、この 工 程表が具体的にどう受
け て い る か と い う 点 が 非常 に 不 明 瞭 で あ る と 申 し上 げ て お き た い と 思 い ます 。 踏 み 込 ん で 言 え ば 、
海外からの輸入品に 頼る というような文言が もと もと基本計画の中に ござ いますけれども、どのよ
うに海外とのフード チェ ーンをよりシームレ スに していくのか、こういっ た 点が新たな推進方策と
して求められるべき では ないかというのが１ 点で ございます。
２点目です。これ は本 体の 73 ページの食品表 示 制度の適切な運用等 、先 ほども引用させていた
だいたページの下で ござ います。ここに食品表示 部 会から報告書として 提言 をさせていただいた食
品表示の全体像に関 する 報告書の内容を挙げ てい ただいております。この 部 会からの報告書が基本
計 画 や 工 程 表 に 反 映 さ れて い る と い う こ と に つ いて は 、 食 品 表 示 部 会 の 部会 長 を 務 め た 立 場 か ら 、
大変有り難く思って いる ところでございます 。一 方で、この報告書 におい ては、今後のこの 工程表
の位置付けを念頭に 置き ながら、具体的に線 表を 提案しております。 その 線表が 74 ページに全く
現時点では反映され てい ません。我々の 思いは、こ こに具体的につなげ てい きたいと報告書を作成
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いたしましたので、その 思 いを具体的に念頭に 置い て工程表にしていた だき たいという要望でござ
います。
３点目、これ は先ほど ほかの委員がおっし ゃっ ていたこととも通じ るの ですけれども、アウトプ
ットとアウトカムの 関係 でございます。特に指摘 しておきたいのは 、この 工程表の様々な部分 に理
解度という言葉が出 てま いります。この 理解度が KPI の中に挙げられている のですけれども 、残念
ながら、ほとんど で理解 度の数値目標に資す る、いわゆる KPI が具体的に 書かれていません 。この
部分は、周知啓発 を PDCA として回していく上 で絶 対になければならな い数 値でございますので、
今後の作業を進めて いく に当たって、こ の理解度 に関しては、必ず KPI と して数値があるとい うと
ころを何としてでも 確保 していただきたいと いう 思いでございます。
なお、この後取り 上げ ます最終の内容が 146 ペ ージ、147 ページ、エ シカ ル消費の普及啓発に関
してでございますが 、今 、申し上げた３点目 の理 解度に関しては、147 ペ ー ジに認知度という言葉
で表現されていると ころ もあります。認知 度、更 には理解度、これ は言葉 の定義は異なると思 うの
ですけれども、こ の辺り の関係を消費者に分 かり やすく、また 、数値の徹 底は再度お願いを申 し上
げたいと思います。
最後でございます 。146 ページ、ここに水産 エコ ラベルの話を入れて いた だきました。本来でし
たら、ここは SDGs の取組 と密接に関連してい るの で、例えば SDGs の 12 番 目の目標「つくる責 任
つかう責任」、更には 14 番の「海の豊かさ を守る」と関連いたしますの で、明 記をしていただかな
いといけないという こと が１点でございます 。
実際に、全体に言 える のですけれども、こ の SDGs の取組を入 れるという のが今回の基本計画 及
び基本計画工程表の 大き な特徴であるという 位置付けで理解をしてい るの ですが、そうであるとす
るならば、こ の 2030 年 に 向かった国連の掲げ てい る目標に対して、こ の５ 年間、第４期の最終年
に当たるときに、どこま で それぞれの目標に対 して コミットしているか とい う点をもう少し明確に
していただく必要が ある のではないかと思い ます 。
本来であれば、SDGs 自 体は 17 の目標が定性的 な ので、これを国とし てど こまで実現するかとい
う定量的な数値に置 き換 えていくことが第１ 段に あって、それに対して 2030 年あるいは 2025 年や
2024 年のマイルストーン としてここまでやる とい うことが共有されて いて、それにこの消費者基 本
計画工程表がどのようにコントリビュートしていくかという作りになっておかなければいけない
のですけれども、残 念な がら今の段階では、 まる で 17 の 目標を切り貼り し ていると捉えられても
仕方がないように思 いま す。そういう意味で 、SDGs へのコミットメントを、この工程表の KPI と関
連付けていくという 姿勢 をどこかでしっかり 見せ ていただきたいとい うの が要望でございます 。
長くなりました。 以上 です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、内藤課 長、 お願いできますでし ょう か。
○消費者庁内藤消費 者政 策課長

消費者庁で ござ います。

順にコメントを申 し上 げたく存じます。
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まず、丸山委員 から２ 点いただきました。１つ 目、家賃保証の関係で、実質的に保証サービ スの
加入が強制されてい るの ではないかというこ と、保 証料に競争原理が働 いて いないのではないかと
いうことについて 、消費 者庁としての立場を 御質 問いただいておりま す。家賃保証などの住宅 関係
のことにつきまして は、昨今はサブリースの 関係 が非常に大きく問題 になり、関係省庁間 で連絡会
議をして議論はして いま す。一方で家賃 保証の部 分については、現時点で 特段議論になってい なか
ったこともありまし て、私どもとして確固と した 知見がございません 。一 度引き取らせていた だい
て、改めて御説明を させ ていただきたいと思 いま す。
２つ目、コロナ の関係 で御指摘をいただい てい ます。除菌剤等に ついて 、コロナに効くと いうよ
うなことをうたった 商品 が出回っており、これま で２回にわたって注 意喚 起をしています 。それぞ
れ 30 事 業者、およそ同 程 度以上の商品につい て２ 回注意喚起をし、こ れは ほぼ改善をされてきて
いるところでござい ます 。今後も同様の ものがあ りましたら、逐 次必要に 応じて対応をさせて いた
だくことになるかと 思い ます。
キャンセルの関係の自己都合と言い切れないのではないかという御指摘は価値観として私も共
有するものではある ので すけれども、これはウィ ン ウィンの関係であっ て共 通的な基準を示すウィ
ンウィン事が非常に 難し いところでございま す。消 費者庁としてガイド ライ ンを示せるような制度
立て付けにはなって いな いことについては 、是非 御理解をいただきた いと 思います。御指 摘いただ
いた内容につきまし ては 、担当にきちんとお 伝え をさせていただきた いと 思います。
続きまして、木 村委員 からの御意見でござ いま す。１点目は片山 代理、柄澤委員からいただ いた
御指摘と同じような 御意 見であったかと思い ます 。表の精緻化、KPI の質 に ついては、今後工程表
を更にパブコメを踏 まえ て見直してまいりま すの で、そのプロセスの中で 関 係省庁と調整しながら
改善をしていきたい と思 っております。
木村委員の御指摘 の２ 点目、コロナ関 係の詐欺 その他の悪質商法の 事案 でございます。私どもも
かなりの頻度でコロ ナ関 係の相談に目を通す よう にしております。たしか ３ 月にファクタリングの
関係は金融庁が注意 喚起 をしてございますけ れど も、コロナとファクタリ ン グを結び付けた相談と
いうのは、件数 としては 少なかったとは思っ ておりますが、いわ ゆるコロ ナの関係で資金的に 厳し
く な っ た 方 が い わ ゆ る ヤミ 金 に だ ま さ れ か ね な いと い う 御 指 摘 は お っ し ゃる と お り で ご ざ い ま す 。
今後も注意深く見守 り、 必要に応じて注意喚 起を していくものでござ いま す。
コロナの関係は、現在、LINE で公式アカウントを作りまして情報発信 をし ています。１か月ぐ ら
いでおよそ２万件を 超え るようないわゆるフ ォロ ワーがついております。こ ういった方々にはプッ
シュ型でコロナ関係 の悪 質商法について注意 喚起 をしているところで ござ います。今後もしっかり
取り組んでいきたい と思 います。
３点目で、コ ロナの関 係で具体的な取組を書き 込めないかというお 話をいただいております 。現
状、例えば食ロス の関係 では、農林水産省 と協力 をしまして、給食用食材 として余った食材の 有効
活用の話、それから、先 ほどの表示のお話、ある いは食品表示の弾力 化の お話、それから、広報の
関係では LINE の話ですと か、政府広報を活用した テ レビ CM も委員の方も御覧 になったのではない
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かと思います。「188」に 電話してくださいと いう テレビ CM を実施しており ます。そうした取 組を
含め、170 ページの内容を充実させていきたい と思 っております。
４点目、消費 者教育の オンライン化対応に つい て御指摘をいただい てお ります。これも先ほども
御紹介させていただ きま したが、本体の 161 ペー ジの検討会で、デジタル 時代の消費者教育に つい
て議論をしていると ころ でございます。そのオン ラ イン対応の話なども 少し 盛り込んでいければと
思っておりますし 、情報 リテラシー辺りにつ いて も、重要性の御指 摘、検 討会の委員の方々か らも
い た だ い て お り ま す 。 この 辺 に つ き ま し て も し っか り 取 組 を 進 め て い き たい と 思 っ て お り ま す が 、
検討会での議論を御 紹介 いたしますと、情報リテ ラシーについてはむ しろ情報教育、科目 としての
情報科でしっかり議 論さ れているため、もう少し家 計に近いデジタルト ラブ ルについて消費者教育
をするべきではない かと いう御指摘もいただ いて おります。そういう情報 教 育と消費者教育の適切
な役割分担も含めて 、検 討会の提言を踏まえ てし っかり対応していき たい と思っております。
受田委員から４点 御意 見をいただいており ます 。トレーサビリ ティと食 品の安全の関係で、食の
表示と安全の関係は 密接 不可分だという御指 摘も いただいております。お っ しゃるとおりでござい
まして、遺伝子組換え の話 を 73 ページにも書かせて いただいております。安全 性確保というのは、
トレーサビリティの仕組 みができないと十分 な対 策が取れないため、様々 な 課題への対応が限界と
なっている一因とい う御 指摘はそのとおりと 思っ ております。KPI がフー ド チェーン全体のトレー
サビリティの仕組み構築に向けての項目とうまく対応していないのではないかという御指摘をい
ただいております。 ここについては担当と少 し相 談しながら改善を図 りた いと思っております 。
２点目、食品表 示の全 体像、私どもはグ ランド デザインと呼んでい ます が、こちらの提言 内容が
線表に反映されてい ない のではないかという 御指 摘でございます。これも 前 回委員間打合せでいた
だいた御意見でござ いま すが、担当部署とよ く相 談をしてまいりたい と思 います。
３点目、いわゆ るアウ トプット、アウト カム指 標の理解度の数値目 標に ついて、不十分で はない
かという御指摘をい ただきました。全体 をもう一 度チェックをしまし て、工夫をしてまいりた いと
思います。エシカル消費 は 理解度の代わりに認 知度 という言葉になって いる という御指摘もいただ
いておりますので 、一緒 にすべきなのか、使い分 けをすべきなのかも 含め て、少し工夫をし ていき
たいと思います。
４点目、水産エコ ラベル の関係で、SDGs に関係し ているのではないか とい うことで、これはそ の
とおりでございます 。少 し工夫をして、水産 庁と よく相談をしてまい りた いと思います。
また、SDGs との関わりに ついて進捗状況とも う少 しひもづけができな いか という御指摘をいただ
いているところでご ざい ます。SDGs に消費者政策 としてコミットさせ るこ とについては、冒頭に申
し上げましたとおり、で きるだけ 17 の目標の中 に 入れ込めるように工 夫を していきたいと思って
おります。
SDGs の 17 の目標、169 のターゲットとのリ ンク でございますが、現 在、 政府の中でもこれを国
の目標として数値化 でき ないかという取組は従来 から取り組んでいる とこ ろではございます。食ロ
スのような 2030 年まで に 半減という明確な目 標が あるところ以外につ いてはなかなか数値化する
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のが難しく、苦戦 をして いるところでござい ます 。そういった取組 なども 見ながら、私ども でもで
きることは少し取り 組ん でいきたいと思いま す。
長くなりましたが 、以 上でございます。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、大石委 員、 新川委員からお願い した いと思います。
では、新川委員か らお 願いしましょうか。
○新川委員

新川で す。

それでは、私から 先に お話をさせていただ きま す。
工程表の作成、本当に 大部にわたるものを 御苦 労様でした。まず 、工程 表の中で少し気にな りま
し た の が 、 扉 、 表 紙 の すぐ 後 ろ に こ の 工 程 表 の 策定 の 考 え 方 の よ う な こ とが 書 か れ て ご ざ い ま す 。
それはそのとおりな ので すが、そして 、特にⅡ の構 成についてで、補足で SDGs の関連や、あるいは
補足２で ICT に関わると ころ、そこでの 注視事例 等々もいただいてお りま して、これはこ れで良い
方向だなと思ってお りま すが、若干気に なるのが 、Ⅲの工程表のフォロ ーア ップというところでご
ざいます。せっかく様々 な 社会変化に対応した 工程 表にしていこうとい うこ とで書かれているので
すが、このフォロ ーアッ プですと、年度ご とのフ ォローアップという こと になってしまいます 。現
時点で既にこの工程 表そ のものが今後のコロ ナの 推移等々によりまし て、ま だまだ動いていくとい
う状況にございます 。あ る意味では、年度 内にど う機動的に対応でき るか といったところ、これは
もちろん施策や事業 のレ ベルで、それぞれの行政 庁 の問題であると言わ れれ ばそれまでなのです が、
同時に、そうい う事態が 想定をされる以上は 、こ の工程表の中にもそ うし た年度内での機動的 な対
応といったこと 、それか ら、そうした即 応態勢を この工程表の中にも 入れ ておくことがポイン トと
して重要なのではな いか、そういうフォローア ップ の在り方を考えてい く必 要があるのではない か、
これが大きな１点目 でご ざいます。
２点目に、これは 各委 員から既に議論にな って おりますが、KPI につい て は重要業績指標という
名前のとおり、そ れぞれ の施策について、あるい は事業についての業 績と いうものが、鍵に なる業
績がどのように設定 をさ れているのかを示し てい く、そして、それを通じ て、その業務がき ちんと
果たされたかどうか を見 ていくというところ にポ イントがございます 。し たがいまして、本当に重
要業績というものが 掲げ られているか、その選定 の 問題を考えざるを得 ない ということでありま す。
そこを目標と定義で 明確 にしていただいてい るは ずなのですが、ある意味 では、通り一遍 のものも
目につくということ もご ざいまして、ここはそれ ぞ れまた御担当でしっ かり と御検討いただければ
と思います。
その際に重要なの は、数値目標を出そうと すれ ばするほど、ア ウトカム 的な数値目標は非常 に難
しくなってくるとい うこ とがございます 。その数 値目標にこだわる必 要は 、もちろんこだ わってい
ただかないと困るの です が、数値目標が 出しにく いものは当然あって 、と りわけ年次進行的な 観点
でいうと、どういう作業 が どこまで進んでいく かを 言葉の表現で示さな けれ ばならないようなとこ
ろも出てくるのでは ない かと思っております 。そ ういう点では、数 字にこ だわる必要は、完 全にそ
れにこだわるという こと ではないということ は申 し添えておきたいと 思い ます。
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KPI に関して、もう一 点 だけ、年度ごとにど こま で目標を達成するの かということが書かれてい
るところ、それか ら、書 かれていないところ がご ざいます。この辺 りは５ 年間での目標達成と 理解
をすればよろしいと いう ことではあるのです けれ ども、もう一方 では、工 程 表が工程として成り立
つためには、年 次での到 達点がそれぞれ示さ れて いくことが望ましい とい うことで、ここ は御検討
をいただければと思 って おります。
次に、工程表の 個別の 項目について、少 しお話 をさせていただきた いと 思います。工程表 で言い
ますと、大分飛 びますが 110 ページの辺りですが 、ここでは認知症施策 の推 進ということで大きく
項目名が掲げられて おり ますけれども、こうしたぜい弱とされている よう な問題について 、こうし
た方々を支える社会 の仕 組みや地域での様々 なサ ポート体制というの が、今、日本全国あ ちらこち
らで生まれつつあり ます 。消費者問題に ついても 、そうした方々との連 携が これから大事になって
くるのではないかと いう ことで、重層的にこうし たぜい弱問題に取り組 むと いうことが重要なの で、
そうした市民の活動 にも 注目する必要がある ので はないか、そうしたとこ ろ と連携を取っていく必
要があるのではない かと いうのが１点目であ りま す。
125 ページになりますが 、その前後に様々 な裁判外 での紛争処理の手続 が幾 つか出てまいります。
こ れ 自 体 、 推 進 を そ れ ぞれ し て い た だ く と い う のは 重 要 で す し 、 も う 一 方で は 、 そ れ ぞ れ の 制 度 、
それぞれの仕組みと いう ものが独自に構成を され ていて、なかなか一律に は いかないというところ
もあるのですが、もう一 方では、こうした 裁判外 の紛争処理をよりス ムー ズに、そして、的確に進
めていくこと自体は 、消 費者行政としても基 本的 な命題、テーマで はない かと思っております 。も
う少しこれらの様々な ADR を串刺しにして推進して いくような、そうした観 点 からの議論が必要な
のではないか、そうした 視点を消費者庁とし ては 持つべきではないか とい うのが、ここで の指摘で
あります。
その次に、こ れは既に 各委員から出てきて おり ますが、内容に ついての ３点目はコロナに関 わる
ところであります。170 ペ ージで、既にこれも 御指 摘ばかりなので、追 加を して１点だけ。こうし
た災害対策というこ とに ついては、今回 のコロナ あるいはそれに関連 する ような問題に限らず 、今
後この５年間の中で も様 々な危機対応という こと を考えていかなけれ ばな らない。しかも 、自然災
害や人為的な災害が 複合 するような、そ ういう事 態も想定して、その中で の消費者問題への対 処と
いうことを考えてい く、そういう準備をして おく 。これは消費者 行政とし ては必須なのではな いか
ということを感じて おり まして、もちろん感染症 や 南海トラフというこ とだ けではないのですけれ
ども、そうした 様々な危 機管理をきちんと組 み込 んでいくべきではな いか というのが、こ こでのポ
イントであります。
大きな４点目は 、消費 者教育ということに つい て、各省庁の取 組ということをいろいろいた だい
ておりまして、それはそ れぞれ充実してやっ てい ただければと思いま すし 、特に学校教育 は相当手
厚 く 進 め ら れ て い く と いう こ と で 、 こ れ は こ れ で大 変 良 い こ と だ と 思 っ てお り ま す が 、 １ つ だ け 、
その中で気になりま した のは、それぞれの府 省の 考え方ではあるので すけ れども、183 ページでし
ょうか。法教育の 推進、これは法務省の御担 当で すが、ここは消費 者では なくて司法教育にな って
ございます。もち ろん、我々の暮らしの中で 基本 になるので、司法 教育は 結構なのですが、この工
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程表に載せる以上は 、で きれば消費者関連諸 法に ついても教育をして いた だきたいなというか 、そ
ういう言葉が入って いて もいいのではないか と思 いました。
それから、その教 育関 連で、185 ページに様々 な 団体とのネットワー キン グ、これによって啓発
を推進する、こ れは大変 重要だと思っており ます けれども、若干 取組の内 容としてどうも資料 の情
報の収集や発信にと どま ってしまっていて 、実際 のネットワークづく りと か、そこでの連 携の体制
づくりまで踏み込め ない のかなというのが気 に掛かっているところで もあ ります。消費者庁として 、
この重層化の方策を もう 少し打ち出していけ ない ものだろうかという こと でございます。
セクションⅤのと ころ、大きな消費者行政に 関す る体制整備について 少し お話をさせていただき
たいと思います。まず 189 ページ、国の体制であり ますけれども、こ の消費 者行政の体制、取 組自
体、非常に分厚く 進めて いこうということは よく 理解できるのですが 、そ の一方では、この 189 ペ
ー ジ の 国 の 体 制 整 備 で の更 な る 整 備 等 の 中 で 、 各省 庁 と の 連 絡 会 議 と い うも の が 出 て ま い り ま す 。
もちろん、こう した連絡 会議そのものの価値 とい うか、重要性は 承知して いるつもりではある ので
すけれども、190 ページ に ありますような、連 絡会 議が開かれたらそれ でお しまいというような印
象になってしまいま す。この連絡会議、そ の時々 の重要な争点が議論 され るはずですし、そ れを各
府省に持ち帰ってい ただ いて、またそれ について 一定のフィードバッ クが あるはずですので 、こう
したところの連絡会 議の 持ち方やそこでの成 果の 出し方といったこと、年 １ 回開きますというだけ
ではない、そう いう国の 体制づくりを少し考 えら れないだろうか 。なかな か各府省の足並みが そろ
わないと難しいとこ ろも あるので、そこはやはり 消 費者庁としても積極 的に 働きかけるべきではな
いか。
そ れ か ら 、 こ う い う 国の 体 制 づ く り で も う 一 つ気 に な り ま し た の が 、 国セ ン の 活 動 で あ り ま す 。
192 ページで、特に国セ ン と各地方の消費生活 セン ター等との連携とい うこ とについて、連携強化
はそのとおりでいい のか なと思うところもあ るの ですが、同時にこういう 国 センと各消費生活セン
タ ー 等 と の 連 携 に 際 し て、 本 当 に 双 方 の ニ ー ズ とい う も の を き ち ん と マ ッチ ン グ で き て い る の か 。
もちろんセンター間 の関 係ですから、十 分に意思 疎通はできているか とは 思いますけれども 、同時
にきちんとフォローしていく必要があるのではないかと思いながら見ていたというところがござ
い ま し た の で 、 こ う し た点 、 今 後 セ ン タ ー 間 関 係と い っ た よ う な も の 、 これ は 国 セ ン 、 そ れ か ら 、
各消費生活センター、そ れ らの横の連携という こと も含めて考えていく 必要 があるのではないかと
思っております。
国の体制づくり、 それ から、地方行政の体 制づ くりについて、194 ペー ジ にも重要な情報の相談
受付体制がございま す。これについては既に ほか の委員からも御指摘 があ りましたけれども 、実際
に情報の受付等々 、多様 なメディアを採用す るこ と自体は大変重要な ので すが、もう一方で は、実
際に情報を発信でき ない 人たちがいるという こと、これは既にほかの委 員か らも御指摘がありまし
た。そうしたとこ ろに対 する、言ってみれ ば、ち ゃんと情報を探索し てい くような、そうし た視点
が次のステップでは 必要 になってくるのでは ない か。受付体制ということ で は少しフォローし切れ
ない、そういう ところが 出てきている、そういうぜい弱という問題を 考え ていく必要があるの では
ないかと思っており ます 。
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地方の体制整備に つい て、少し申し上げた いと 思います。195 ページ か ら 196 ページで、地方に
対する支援モデル 、いろ いろと用意をしてい ただ いていて、これ はこれで 充実していていいな と思
っておりますが、５年後 、このモデルがど うなっ ているのかが少し気 にな りました。もちろ ん、何
件やって何自治体でこれ ぐらいできましたと いう ことが言えれば 、それが 大変良い成果で 、例えば
見守りネットでは地 域協 議会等々で人口カバ ー50％といったものが出 てご ざいます。こういうとこ
ろがより自治体のそれぞれの地方消費者行政の姿として出てくると理想的かなと思いながらここ
を見ていたのですが、これ も相手方のあること です ので、難しいことは承 知し ておりますけれども、
御検討いただければ と思 っております。
198 ページに地方公共 団 体との情報共有とい うも のがあって、これは やは り重要だなと思って見
ていたのですが 、ここに はブロック単位等々 での 、あるいは担当 者会議等 々での情報共有とい うも
のがあったのですが 、こ のところ、コロナ の問題 でもそうですけれど も、地方六団体の御活動 も活
発なようであります 。感 染症では知事会がか なり 頑張っておられます けれ ども、こういう 地方六団
体をどう位置付けた らい いのか。現時点 ではそう した観点がないので 、この点を少し御検討い ただ
ければと思っており ます 。
200 ページに入ってし ま いますが、都道府県 の法 執行については、職 員研 修、重要なのですけれ
ども、やはり各県 の実際 の法執行に当たって 、行 政指導まではいける ので すが、なかなか行 政処分
あるいはそれに近い とこ ろまで入り込もうと いう のは敷居が高い。それは 組 織の問題も資源の問題
もありますが、同 時に経 験の問題もあって 、これ は知識資源とでも言 った らよいのでしょうか 。そ
うしたところを共有 でき るようなことも考え てい く必要があるのでは ない かということで、この法
執行のところ、もう 少し 何とかならないだろ うか と思いました。
最後にいたします 。202 ページで、いろいろ な相 談窓口と消費生活相 談と の連携、これは本当に
重要だなと思ってお りま すが、それぞれ の地域で それぞれの自治体等 々、あるいは関連する団 体間
でのこういう窓口相互の連携をしっかり取ってくださいという要請をするだけでは進まないかも
しれないということ で、こ こももう少し実際に それ ぞれの団体が動いて いけ るようなモデルをお示
しになるとか、あるいは 研究であるとか 、そうい ったものが必要なの では ないかと思いながら 拝見
をいたしました。
長い時間になって 申し 訳ありません。以上 です 。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、大石 委員に お願いし、片山委 員長代 理、清水委員から 一言ず つあるということで すの
で、それぞれお願い した いと思います。
それでは、大石委 員、 お願いします。
○大石委員

ありが とう ございます。

もうあまり時間が ない ので、簡単に説明さ せて いただきます。
まず、全体的 なものと して、それぞれ のページ の右上に担当省庁と いう ものが書いてあるの です
けれども、確かにこれは そ れぞれ重点的にやっ てい ただきたい省庁とい うこ とだとは思うのです が、
全体を見ていて、これは 消 費者庁も入っていな いと なかなか進まないだ ろう と思うところが何点か
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あります。例えば 136 ペ ージの脱炭素なので すけ れども、確かに 具体的に いろいろ書いてくだ さっ
てはいますが、実際に消 費 者が消費者行動とし て移 さないと脱炭素には つな がらないということが
たくさんあって 、例えば 前回の３回の基本計 画と 違っているのは 、その間 に電力とガスの自由 化が
起こり、消費者 が電力や ガスを自由に選べる よう になってきた。その中で 再生可能エネルギー を選
ぶという行動を消費 者が 取れば、それが 具体的に 脱炭素につながると いう こともあるので 、ここは
環境省だけではなく て、是非消費者庁を入れ てい ただきたいなと 。そうい うところが幾つかあ りま
したので、検討をお 願い したいということが １点目です。
持続可能性という 点で 、せっかく SDGs という も のを大きな目標とし て掲 げているのですけれど
も、項目によっては、先ほ ど受田委員がおっし ゃい ましたが、SDGs の目標が 入っているところ、入
っていないところ、様々な のですけれども、こ れはか なり関連している部 分が あるので、是非 SDGs
の大きな目標も入れ てい ただきたいというの が２ 点目です。
それから、今 回お休み になっています生駒 委員 が前回おっしゃった こと で、とても大切 だと思う
ので、付け加えさ せていただきます。今回 、自立 した消費者を育てる とい うことが消費者教育 の一
つの大きな目標でも あっ て、項目Ⅱで、SDGs によ る社会の変革の中で 、エシ カル教育の普及啓発 が
提示されていて 、それに ついては大変重要な こと だと思うのですが 、それ が項目Ⅳの消費者教 育の
推進及び消費者への情報提供の実施の項目というものとつながっていないというのが大変残念な
気がいたします 。何より 被害を防止するため に教 育が非常に重要だと 思っ ておりますので 、そうい
う意味できちんとひ もづ けていただきたいと いう ことが一つ。
それから、これ は私の 意見でもあるのです けれ ども、今回、コロナのこ とで皆さんいろいろ と御
発言なさいましたけ れど も、今後のことを 考えま すと、教育という 意味で は公平性ですね。リモー
トで教育を受けると いう ことを考えたときに 、な かなか今の日本の状 況で は、そこが諸外 国と比べ
て大変遅れていると いう ことも指摘を受けま すの で、コロナに限 らず、こ れ からいろいろな災害が
起きたときに、ど うやっ て教育の公平性とい うか 、受ける権利を確 保でき るかというところも 、是
非、コロナのところにも 加えていただきたい と思 います。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、片山委 員長 代理、お願いします 。
○片山委員長代理

あり がとうございます。

１点、149 ページ、消 費 者志向経営の推進で す。 これを工程表の中に 入れ ていただいたのは大変
有り難いのですが 、私は 推進をしていく上で は、施策概要に書かれて いる 消費者志向の取組を 消費
者に分かりやすく情 報提 供して可視化すると いう ことが極めて重要だ と思 っています。しかしなが
ら、150 ページの KPI に は 、全くその関連の指 標が 挙げられていません 。消 費者志向経営を推進す
るためには、消費 者と事 業者のお互いの理解 、事 業者の経済活動の現 場で今何が起こっていて 、ど
ういう課題があるか をき ちんと消費者も理解 しな いといけないし、消費者 が どういう認識をしてい
るかということを事 業者 も知らないといけな い。そういう相互理解の 必要 性が、消費者と 事業者の
協働というものの背 景に もあると思うのです 。
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今回の工程表の中 で、消費者志向経営もそ うで すが、協働とい う言葉は たくさん出てくるの です
が、具体的に協 働をどう いう形で促進するの かと の具体化が不十分だ と思 いますので、そ の点をも
う一度見直していた だき たいというのと、是非消 費 者志向経営の推進は KPI を見直していただきた
いと思います。
以上です。ありが とう ございます。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、清水委 員、 お願いします。
○清水委員

ありが とう ございます。

工程表 30 ページです 。食品中の放射性物質 に関 する消費者理解の促 進な のですが、この「食品
と放射能 Q&A」というも の なのですが、これは ５年 前にできて、食品安 全委 員会、厚生労働省、農
林水産省、環境省 、消費 者庁で作ったとても良い 冊子なのですが、５年間経ってもなかなか普 及し
ていません。一 部の頑張 っている消費者団体 はい るのですが、学 校教育に も是非こういった資 料で
情報提供をお願いし たい ということが１点で す。
もう一つは 46 ページな のですけれども、総務省 、こちらの支援連 絡会議 です。これは既に 10 年
以上行っていて、今 まで この 10 年の成果という の は法改正がすごく進 んで 、一定の成果がありま
す。しかしながら 、10 年以上経っている今で も総 務省関連の通信関連 の相 談は高止まりです。本当
の対話がこの会議で でき ているか、年２ 回でスピ ード感がないという こと からして、見直 しをする
というような書きぶ りが よろしいかと思いま す。既 に地区によっては試 行錯 誤でいろいろなことを
やっている地区もあ りま すので、よろしくお 願い します。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、内 藤課長か らお願いできますで しょ うか。時間がも うなくな ってしまっているの です
けれども、お願いし ます 。
○消費者庁内藤消費 者政 策課長

消費者庁で ござ います。

新川委員の御意見 から 順にコメントをさせ てい ただきたいと思いま す。
１点目、まずフ ォロー アップについて、年度ご との見直しになって いる けれども、コロナ の動き
なども踏まえて事情 に応 じた機動的な対応が 必要 ではないかという御指摘 でございます。扉の裏だ
けを読むと、確 かに年度 ごとにしかやらない よう に読めてしまうとこ ろがございます。今 回のコロ
ナのような事態が年 度途 中に出てきた場合に は、対応する必要がある と思 いますので、特 別な事態
の変化には機動的に 対応 するといった点につ いて、少し表現を工夫して 盛り 込んでいきたいと思っ
ております。
KPI の件は後ほどコメン トをさせていただき たい と思います。
新川委員の３点目、KPI の年次目標を５年で はな く途中で示してもい いの ではないかという御指
摘をいただいてござ いま す。この辺りももう一度 KPI を確認して、見直し も 含めて検討していきた
いと思います。
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４点目でございま す。110 ページを中心に、い わ ゆるぜい弱な消費者 に関 する問題に対するサポ
ート体制について関 係者 との連携、あるいは市民 活 動との連携といった よう なことで御指摘をいた
だいてございます。私ど も としてもここは新し い取 組として強化をして いる ところでございまし て、
高齢者の見守りネッ トワ ークの構築というこ とで 、福祉団体、それから、民 間の宅配事業者などと
の連携の枠組構築を 現在 進めており、依存症の関 係 で家族会の方と顔合 わせ をするといった取組も
始めたところでござ いま す。新しい消費 者行政の 取組としてしっかり やっ ていきたく、先 ほどの５
本柱の１つ目に「 ぜい弱 性」を抱える消費 者を支 援する小柱を立て 、意気 込みを示していると ころ
でございます。
５点目、ADR の関係で ご ざいます。消費者庁 とし てもスムーズに進め るこ とは消費者行政として
の課題でありまして 、横 串の議論も必要でご ざい ます。実際には法 務省、それから、内閣官 房でも
この横串の議論は進 んでおり、そこに消 費者庁も 参画していますので 、引 き続きしっかりウオ ッチ
していきたいと思っ てお ります。
６点目、コロ ナその他 災害対策の関係で 、危機 対応を消費者行政と して も考えなければいけ ない
のではないかという 点に ついてでございます。何 が できるのかというの はま だ整理ができていない
ところではございま すの で、御意見を受け止 めて 、しっかり検討して まい ります。
７点目、消費 者教育の 法教育なのですが 、これ はそれぞれの施策の 固有 名詞として確立して いる
ところがございまし て、なかなか変えづらい とこ ろがあるのかなと思 って おります。一方で 、消費
者被害を防止する観 点か ら、いわゆる契約の在り 方 ですとか家計の仕組 みに ついては基礎的なリテ
ラシーとして非常に 重要 で、法教育ある いは金融 教育と密接に関係す るた め、既に連携し て対応を
し て お り ま す 。 引 き 続 き関 係 省 庁 と は し っ か り 連携 し て 取 組 を 進 め て い きた い と 思 っ て お り ま す 。
８点目は団体との ネッ トワークづくりでご ざい ます。情報発信 にとどま らず、ネットワ ークづく
り、体制づくり について は、依存症の団 体のほか にも事業者団体との 枠組 みづくりについて取 り掛
かり始めたところで ござ います。何か成 果があり ましたら、また 機会をい ただいて御説明をさ せて
いただきたいと思っ てお ります。
９点目、体制整 備、特 に国の連絡会議の関 係で ございます。ここで KPI として書いているの は全
府省が参加するもの であ りまして、意識合わせを す るために最低年１回 はや っているものでござい
ます。先ほどサブ リース で国交省、金融庁 の話な どを申し上げました けれ ども、多様な連絡 会議の
枠組みがございます ので、そこは案件に応じて 柔軟 に枠組みを作って対 応し ているところでござい
ます。
10 点目、国センと消費 生活センターとの連 携で ございます。比較的よく連 携はされていると思 っ
ております。そ の他、私 ど もの関係部署も入れ て３ 者間で情報交換をす る場 なども非公式に持って
おります。そうい う意味 で、認識のギャッ プはそ れほどないかなとは 思っ ておりますが、ど ちらか
というと、現場 の要望に 私どもが十分応えら れて いるかという問題が あろ うかと思いますので 、現
場のニーズをしっか り踏 まえて対応していく 必要 があると考えており ます 。
相談支援体制につ いて、もう少し多様なアク セス 手法などもあった方がい いのではないかという
御指摘をいただきま した 。いわゆるホー ムページ のユニバーサルデザ イン 化ですとか、相 談業務そ
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のものの障害者対応 、そ れから、今後は SNS を活 用した消費生活相談 、あ るいは現在の PIO-NET に
つきましても、次期 更改 の際にチャットボッ トを 導入するなど 2020 年度 か ら新しいシステムを考
えております。従来の相 談 の体制では拾えなか った ような方々へのアク セス というのも今後は充実
させていく予定でご ざい ます。
地方支援で、５ 年後、これで大丈夫なのか とい う御指摘をいただい てい たかと思います。この強
化作戦につきまして は、これは消費者庁が定 める ものでございます 。そう いう意味では、か なり柔
軟に中身も変更する こと ができますので 、御指摘 をいただいたように 、状 況を踏まえて逐次見 直し
をしていくことにな ろう かと思います。
その次でございま す。地方六団体も含めて 、ブ ロック単位の情報共 有の 在り方についても少 し考
えるべきではないか とい う御指摘をいただき まし た。個別に自治体の首長 の ところに消費者庁の幹
部が回りまして情報 交換 をする、いわゆるキャラ バ ン活動を現在取り組 んで いるところではござい
ま す 。 自 治 体 レ ベ ル で の消 費 者 行 政 は ど う し て も福 祉 部 局 、 産 業 部 局 、 総務 部 局 と い っ た よ う に 、
環境部局も含めて 、部署 がかなり異なるとこ ろが ございます。その ため、いわゆる消費者行政 を担
当している部局に来 ても らう方が効率的だという 理由で現在、消費者行政 の 部局を招いての枠組み
を作っているわけで すが、先ほど申し上げたキ ャラ バン活動のような首 長と トップ同士でしっかり
情報を伝えていく取 組を 通して自治体との情 報共 有を更に強化してい きた いと思っております 。
ま た 、 法 執 行 の 関 係 で、 経 験 や 知 識 の 問 題 で 対応 に 差 が あ る と い う お 話が あ っ た か と 思 い ま す 。
東京など一部の都市部においては法執行について知見もノウハウも持ち合わせているような自治
体がある一方で、地方で は実際に執行を行う のは 厳しいという自治体 もご ざいます。そのた め、最
近はそういう自治体を中 心に研修などを強化 して おり、今後 、自治体レベ ル での法執行の実績アッ
プにつながればと思 って おります。
相談窓口の連携が 要請 だけでは進まないの では ないかという点につ いて、これも御指摘のとおり
でございます。10 万円の 特別定額給付金につ いて は、総務省、警察 庁と積極 的に連携をしまして相
談窓口を一覧で示す 取組 をしているところで ござ います。また 、ギャンブ ル依存症の関係では 、消
費生活相談員にマニ ュア ルを配りまして、地方ご と に地元自治体の窓口 を紹 介するといった取組も
しておりまして、御 指摘 をいただいたような 取組 を今後しっかり進め てい きたいと思います。
続きまして、大 石委員 のコメントでござい ます 。前回申し上げま したが 、担当省庁につき まして
は、例えば脱炭素 につい て、国民運動とい うこと で、関係省庁が全 部入っ てくるという項目もござ
います。私ども としては 担当省庁をしっかり 決め ておくことで、より真摯 に取り組んでいただ ける
ため、担当省庁をできる だ け絞った形で明記を した いと考えていること につ いては御理解をいただ
きたいと思います。
２点目、SDGs の関係で 、目標はできるだけ 入れる よう、御指摘を踏ま えて対 応していきたいと思
います。政府の 施策と SDGs の結び付きというのは 、外務省を中心に SDGs の実 行戦略というものを
作っているのですが、そ こに登録されている 項目 が、政府としてはど の施 策が SDGs の何番に結び
付いているのかの基 準に なります。そう いう意味 で、私どももそ れに準拠 しながら今回の工程 表に
盛り込まれている施 策に ついてひもづけして いき たいと思っています 。
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前回、生駒委 員から、消 費者教育はいろいろ な施 策にリンクしている ので そこは工夫すべきでは
ないかと御指摘をい ただきましたが、こ れは例え ば消費者教育に再掲 をす るなど、少し工 夫をさせ
ていただきたいと思 いま す。
続きまして、片山代理 から消費者志向経営 の関 係での御指摘をいた だき ました。可視化 をするこ
とが推進に当たって 重要 であり、そもそもそこの KPI がきちんと定まってい ないのは問題ではな い
かという御指摘であ った かと思います。この点、担 当も取組には工夫を しよ うと苦慮しています が、
御指摘のあったことにつ いては担当にもしっ かり お伝えをしたいと思 いま す。
協働の部分につき まし ては、計画本体で も申し 上げましたが、同 じ目標 に消費者、事業者 が向い
て、価値観を共有 して取 り組むとことを協働と位 置付けております 。具体 的な施策としては 、食ロ
ス以外になかなか新 しい 項目が出てこないと いう ことがございますの で、施 策を追加していく観点
から、今後取組を強 化し ていきたいと思って おり ます。
最後に、清水委員 から ２点いただきました。ま ず、放射性と食品の 関係 の理解促進のために Q&A
を５年前に作ってお り、この普及について 、従来 の取組以外に学校の 教育 現場にも情報提供を とい
うお話をいただいて おり ます。この点についても 問 題意識を担当にしっ かり 伝えていきたいと思い
ます。
46 ページ、総務省の取 組で、相談件数が高 止まり しているのを注視し てお ります。総務省側で も
しっかり取組はして いる と思うのですが、昨年来 総 務省が取り組んでい るス マホの問題については、
有識者検討会の取組 状況 が報道されるにつれ まし て、相談件数が目に見え て 減ったということがあ
りました。そうい う意味 では、今年度 、どういう 数字が出てくるのか とい うのは個人的にも注 目は
しております。スマホ以 外に、いわゆる 光回線の トラブルについても 若干 減っているのではな いか
という感覚がござい ます ので、今年度の 数字を見 ながら減少傾向が見 られ ないようであれば 、この
辺りはしっかり総務 省側 にも問題提起をして いき たいと考えておりま す。
以上でございます 。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、本日 、委員 の皆様から御意見を いた だいておりますので 、そ ういったことを踏ま えま
して、消費者委 員会とし ても意見案のたたき 台を まとめたいと思いま す。既に基本計画案につ いて
１月 30 日に意見を発出し ており、その際に工 程表 策定についても言及 をし ておりますので、その
点につきましても 、更に 加えて消費者委員会 とし て意見案のたたき台 をま とめたいと思います 。例
えば事故情報の収集 、注 意喚起等の点、あ るいは 、今日は清水委員 から相 談件数が最近は減っ てい
るというお話がござ いま したけれども、身元保証 等 高齢者サポート事業 に関 する件につきましても
意見を出しておりま すの で、消費者委員会と して 意見案のたたき台を まと めたいと思います。
消費者庁におかれ まし ては、お忙しいところ を御 説明いただき、どうも あり がとうございました。
○消費者庁内藤消費 者政 策課長

ありがとう ござ いました。

《３．その他》
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○山本委員長

続き まし て「その他」の事項でご ざいますけれども 、消費 者委員会に寄せられ た意

見等の概況につきま して 、事務局より説明を お願 いいたします。
○金子参事官

それ では 、事務局の金子より 、参 考資料１に基づきま して 御報告をいたします 。

今回の報告対象は 、今 年の１月１日から３ 月末 までの計 26 件というこ と でございます。内訳を
見ますと、取引・契約 関係 に関わるものが 14 件とい うことでございまし て、冒 頭のもの、販売 預託
商法に関しまして、 法整 備等の検討を求める とい うものが類似のもの を含 めて６件ございます 。
その２つ下、かん ぽ生 命の不適切な契約に 関す るもの、類似のもの を含 めて３件。
その２つ下、お試 し・ 定期購入に関するよ うな ものに対する対応の 意見 。
２ページ目に移っ ても らって、冒頭のものですけ れども、AI を活用した与 信審査手法に関する も
の。
その２つ下で 、横断的 な金融サービスの仲 介制 度の創設に関わるも のが 、趣旨の異なる ものも含
めて２件。
その１つ下で、LP ガス の料金の透明化に関 する ものが含まれてござ いま す。
３ページ目に移っ てい ただきまして、消費者の 安全関係のもの 、これは 医薬品の安全に関わ るも
のですけれども、３ 件ご ざいます。
その下で、個人情 報の 保護制度に関するも のが １件。
４ページ目に移っ てい ただきまして、公益 通報 者保護制度に関する もの が４件。
その他の中で、消費者 トラブルの防止に関 する もの、基本計画に 関する もの、著作権法改 正に関
するものが合計で４ 件と いうことでございま す。
説明は以上でござ いま す。
○山本委員長

あり がと うございました。

それでは、ただ いまの 説明につきまして 、御意 見等がある方はお願 いい たします。いかが でしょ
うか。
それでは、清水委 員、 お願いします。
○清水委員

ありが とう ございます。

取引・契約関係の 上か ら５行目、１ 月 24 日の 京 都消費者契約ネット ワー クの意見書、これにつ
いて、消費者庁の整理がさ れているのですが、打ち消 し表示の部分は、いまだ非 常に問題が多くて、
新型コロナの相談に 埋も れてはいますが、件数が減 っているのはほかの 相談 が増えている関係だと
思いますが、依然 、問題 意識があります。適格消 費者団体だけの活動 では 根絶は無理かと思い ます
ので、引き続き、注 意喚 起や実名公表が必要 かと 思います。
以上です。
○山本委員長

あり がと うございました。

ほかはよろしいで すか 。
委員会に寄せられ た意 見書・要望書等 につきま しては、今後と も全委員 で情報共有をすると とも
に、定期的に委 員間で意 見交換を行う機会を作っ ていきたいと思いま すの で、よろしくお 願いしま
す。
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《４．閉会》
○山本委員長

それ では 、本日の議題は以上 にな ります。

最後に、事務局よ り今 後の予定について説 明を お願いいたします。
○金子参事官

次回 の本 会議でございますけ れど も、日程が決まったとこ ろ で委員会のウェブサイ

ト等でお知らせをい たし ます。
なお、本日、この後、連絡事項がございま すの で、委員の皆様におかれ ましては、事務局の準備
が整うまで今しばら く端 末の前で待機をお願 いし たいと思います。
以上です。
○山本委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。

お忙しいところを どう もありがとうござい まし た。
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