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１．開会
２．電力小売自由化 に伴 う消費者トラブルに つい てのヒアリング
３．閉会

≪１．開会≫
○丸山参事官

それ では 、若干早いのですけ れど も、出席予定の委員 の皆 様方がおそろいです の

で、始めさせていた だき たいと思います。
本日は皆様、お忙 しい ところをお集まりい ただ き、ありがとうござ いま す。
ただいまから「消 費者 委員会第16回公共料 金等 専門調査会」を開催 いた します。
本日は所用により まし て、山内委員、消費 者委 員会担当委員の蟹瀬 委員 、長田委員が御欠席 と
いうことで、連絡を 受け ております。
議事に入ります前 に、 配付資料の確認をさ せて いただきます。お手 元の 議事次第の下部に資 料
一覧を記しておりま す。
資料１−１から資 料１ −６、参考資料１と なっ ております。
不足の資料があり まし たら、事務局までお 申し 出をよろしくお願い いた します。
なお、本日の会議 につ きましては、公開で 行い ます。議事録につき まし ても、後日公開する こ
とといたします。
それでは、古城座 長、 議事進行をよろしく お願 いいたします。

≪２．電力小売自由化に伴う消費者トラブルについてのヒアリング≫
○古城座長

それで は、 議事に入らせていた だき ます。本日の議題は 「電 力小売自由化に伴う 消

費者トラブルについ ての ヒアリング」です。
国民生活センター の相 談情報部相談第二課 の浦 川課長と小林課長補 佐に お越しいただいてお り
ます。
国民生活センター は、 昨年12月17日及び本 年２ 月12日に電力の小売 全面 自由化の開始に伴う 相
談事例の紹介や消費 者へ のアドバイス等につ いて 、情報提供を行って おり ます。
こうした電力自由 化に 関して寄せられた相 談事 例等について御説明 いた だき、その後、意見 交
換を行いたいと思い ます 。
それでは、御説明 を20分程度でお願いいたしま す。
○国民生活センター 浦川 課長

国民生活セン ター 相談情報部の浦川と 申し ます。本日は、このよ

うな発言の機会をい ただ きまして、ありがと うござ いました。どうぞよ ろしく お願いいたします。
では、説明に入ら せて いただきます。
資料１−１「電力 自由 化に関する国民生活 セン ターの取組」に基づ きま して、御説明させて い
ただきます。
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１枚めくっていた だき まして、資料の２枚 目は 、電力小売自由化に 関す る相談の現状でござ い
ます。12月17日に報 道発 表する以前は、電力 自由 化に便乗した怪しい 電話 、直接関係のない商 材
（太陽光発電システ ムや プロパンガス）な どの勧誘 や契約に関する相談 が寄 せられておりました。
2015年12月17日に 、私 どもは１回目の報道 発表 を行いました。その 後、 小売電気事業者の参 入
表明、プランの発表 等も ございまして、電力 の勧 誘や契約等に関する 相談 も寄せられ始めてお り
ます。
資料の３枚目は、 電力 自由化に関する相談 につ いて、相談件数の推 移を 載せさせていただい て
おります。2014年度は26件 でございましたが 、2015年 以降、３か月ご とに件数を 見ておりますと、
それまで４〜６月は16件 、７〜９月は34件、10〜12月は60件でござい ました のが、今年に入りま
して、１月から３月 ８日 の登録時点の件数で ござ いますが、382件の相 談が 入っております。
４枚目は契約当事 者の 特徴でございます 。男女比 でございますが 、男性が57.2％、女性が42.8％
でございます。年代 別の 割合でございます。 一番 多いのが70歳代で、 次い で60歳代。この２つ の
年代を合わせますと57.3％入っておりまして 、このあたりの年代の方が、 契約当事者になられ て
いることが非常に多 いこ とが窺われます。
今度は、契約当事 者の 地域別の割合を５ペ ージ で示させていただい てお ります。関東が一番 多
くて43.1％。次いで 東海 が15.2％、近畿が14.0％ ということで、今の ３つ の大都市圏で72.3％ の
相談が入っておりま す。
次に販売購入形態 で、 消費者がどういう勧 誘を 受けたかを示させて いた だいております。電 話
勧誘販売が一番多く て42.4％。次いで訪問販 売が37.5％。この２つの販 売方 法で、約８割を占め
ております。
６ページからは具 体的 な相談事例に入らせ てい ただきます。まず、 自由 化に便乗した事例で 説
明させていただきま す。 訪問販売で、電力自 由化 で電気料金が上がる から と勧誘されて、高額 な
太陽光発電システム の設 置契約をしたが、や めた いという相談です。
関東地方で30代の 給与 生活者の方からの相 談を御紹介します。訪問 して きた営業員に、電力 自
由化で将来的には電 気代 が倍になる。初期投 資ゼ ロで太陽光発電シス テム をつけてオール電化 に
すれば、ローンを組 んで も結果的にはローン を組 んでいないのと同じ 支払 い額になると勧誘さ れ
ています。
自宅の屋根に太陽 光発 電システムを取りつ ける 契約をしたところ、 商品 の売買・工事請負契 約
書と、金額が契約書 と違 う内容明細書、ロー ンの 申込書を受け取って いま す。冷静になってロ ー
ン契約書を見ると、支払い 総額が400万円を超え ると いうことで、契約をやめた いという相談でご
ざいます。
７ページは、電力その ものの勧誘に関する 相談 でございます。ケー ブル テレビ会社が来訪し 、
インターネット、電 気、 テレビ、電話をセッ トで 契約すれば値引きに なる と１時間以上も勧誘 さ
れたというものです 。相 談者の方は、60歳代 の近 畿地方に在住の方で す。 入居している賃貸マ ン
ションの家主がケー ブル テレビ会社と契約し てい て、最近、インター ネッ トが利用可能な状態 に
なったそうです。
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数日前、ケーブル テレ ビ会社の担当者が来 訪し 、その場ではインタ ーネ ットとテレビだけの 契
約をすることになり まし た。今度はそのとき の担 当者とは別の担当者 が来訪し、今年４月から 自
由化される電気と電 話を セットで契約すれば 割引 になると１時間以上 もし つこく勧誘され、相 談
者としては、担当者 が突 然代わったり、強引 な勧 誘をされたことを不 愉快 に感じたということ で
相談が入っておりま す。
８ページに入らせ てい ただきます。先ほど はト ラブルの中の事例の ごく 一部を御紹介させて い
ただきましたが、消 費生 活センターに入って おり ますトラブルから見 る現 状と課題について、述
べさせていただきま す。 当初の相談は便乗型 のト ラブル（電力とは直 接関 係のない商材の契約 や
怪しい電話）の急増 が影 響していたと思われ ます 。
最近は、電力の契 約やその勧誘に関するト ラブ ルが発生し、相談と して 寄せられております 。
共通する原因とい たし ましては、消費者の 小売 自由化に関する認識 や情 報が不足しているの で
はないか。事業者に おけ る不適切な説明での 勧誘 が行われているので はな いかと見ております 。
こういった現状を 見ま して、電力小売自由 化に 対する国民生活セン ター の取り組みというこ と
で、少し御紹介させ てい ただきます。
９ページに３点書 かせ ていただいておりま す。 １点目は、電力自由 化に 関する相談処理やあ っ
せんを通じた情報収 集を 私どもは行っており ます 。国民生活センター の相 談員を対象に、電力 取
引監視等委員会事務 局の 職員の方を講師とし てお 招きし、電力自由化 に関 する勉強会を実施し て
おります。事業者、 事業 者団体の来訪を受け て、 状況についてのヒア リン グも受けております 。
２点目として、こ うし たところで得られた 情報 につきましては、私 ども 全国消費生活センタ ー
の支援も役割として 担っ ておりますので、全 国の 消費生活センターに 向け た電力自由化に関す る
情報共有のための情 報提 供をいたしておりま す。
３点目は、記者説 明会 を通じた注意喚起を して おります。
別紙の資料で資料 １− ３から１−５にござ いま すのが、国民生活セ ンタ ーが記者説明会で公 表
した資料でございま す。 １−３が「あと３週 間で 電力自由化がスター トし ます−正確な情報を 収
集し、契約内容をよ く理 解しましょう！便乗 した 勧誘も気をつけまし ょう−」ということで、 こ
れは３月14日に報道 発表 しております。
２点目が１か月ほ ど前 になりますが「電力 の小 売自由化まで、あと 50日 を切りました！−正 確
な情報を収集し、契 約内 容をよく理解しまし ょう ！便乗した勧誘も気 をつ けましょう−」とい う
ことで出しておりま す。
さらに、昨年の12月17日に報道発表してお りま す「電力の小売全面 自由 化が始まります！− 正
確な情報を収集し、 よく 理解してから契約を ！便 乗商法にも気をつけ まし ょう−」です。私ど も
は消費者の方に正確 な情 報を収集していただ きた いこと、便乗商法が 出て まいりますので、気 を
つけていただきたい とい うことで、これまで ３回の報道発表を通じて 、消 費者の方への情報提 供
をいたしております 。
11ページには報道 発表 以外にメールマガジ ンも 私どもは出しており まし て、資料１−６「見 守
り新鮮情報」というメー ルマガジンを出して おり ます。これは消費者 向け に１枚で、イラスト も
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入れさせていただい て、 どういったトラブル が起 きているのかを定期 的に 発信しているもので ご
ざいます。今年の１ 月26日に「電力小売り全 面自 由化便乗商法に注意 して」というタイトルでメ
ールマガジンを発信 して おります。
あわせまして、消 費者 への注意喚起、情報 提供 といたしまして、取 材対 応も複数行っており ま
す。2015年12月17日 の公 表前までは５件でご ざい ましたが、2015年12月17日に公表いたしまし た
後、３月10日現在で75件 のマスコミからの取 材を 受けております。
資料12ページは、 国民 生活センターでは報 道発 表を３件行っており ます が、うち２件につき ま
しては、経済産業省 電力 取引監視等委員会と の連 携協定に基づきまし て、 報道発表を行ってお り
ます。
「電力小売全面自 由化 の実施に伴う消費者 トラ ブル防止施策強化の ため の連携協定」という こ
とで、資料１−２を 出さ せていただいており ます が、電力小売の全面 自由化について、消費者 が
安心して自由に選択 でき る環境を整備するこ とはお互い必要であると いう 認識に立ちまして、 協
力をしながら消費者 の注 意喚起等を行ってい く連 携協定を結ばせてい ただ いております。
12ページに、私ど も国 民生活センターの理 事長 と電力取引監視等委 員会 の委員長との写真を 載
せさせていただいて おり ます。これにつきま して は、当日、テレビ４ 社、 新聞通信社13社の取 材
を受けております。
具体的な連携協定 の中 身でございます。連 携協 定を受けまして、私 ども は先ほどの消費者に 向
けた情報提供を行う ため、まず、国民生活セ ンタ ーと電力取引監視等委員 会とで、相談員対象 の
勉強会、相談員向け の情 報共有を実施してき てお ります。これは従来 から 行っておりました。
今後、この協定を 受け まして、消費者向け の注 意喚起を共同で実施 する こと、また私どもは 全
国の相談員向けの研 修を 行っておりますので 、相 談員向けの研修にお きま して、電力取引監視 等
委員会の方に講師と して 来ていただくという こと で、今、調整を進め てお ります。
あわせまして先ほ ど少 し御説明をさせてい ただ きました関係他省庁 、個 別事業者、業界団体の
来訪等がありました 際に、現状や今後の取り 組み 等についての説明を 受け ております。
14ページは先ほど の繰 り返しになりますが 、２ 月12日の連携協定の 初日 に初めて国民生活セ ン
ターと経済産業省電 力取 引監視等委員会との 間で 公表を実施しており ます 。３月14日にも連名 で
報道発表を実施して おり ます。あわせまして、私ど もはPIO‑NET情報をこ の連 携協定に基づきまし
て、提供いたしてお りま す。
ここも繰り返しに なり ますが、2016年度に 相談 員向けの研修で、電 力取 引監視等委員会事務 局
の方を講師としてお 招き する予定でございま す。
以上、駆け足にな りま したが、国民生活セ ンタ ーにおける電力小売 自由 化に関する取り組み に
ついて、説明をさせ てい ただきました。
説明は以上でござ いま す。
○古城座長

ありが とう ございました。

意見交換に入る前 に、 消費者庁から電力の 小売 全面自由化に向けた 情報 提供等の取り組みに つ
いて、御発言がござ いま す。
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よろしくお願いい たし ます。
○福岡審議官

それ では 、消費者庁からも、 広報 への取り組みについ て、 御報告したいと思い ま

す。
今、説明がありま した ように、国民生活セ ンタ ーで昨年のうちから いろ いろな消費者の方々 へ
の情報提供の取り組 みを 進めているのですけ れど も、残念ながらでは ござ いますが、いろいろ な
トラブルが生じてき てい る。そういう状況も あり まして、消費者庁と して も、二重に今後推し 進
めたいということで 、番号はついていないの です が、赤と緑と黄色の 参考 資料１をつくってい る
ところでございます 。
消費者庁としては 、広 報効果を高めるとい うこ とで、最初の赤と緑 のほ うは大臣から、黄色 は
長官。これは今週や った ところなのですけれ ども 、長官が徳島に行っ てい たこともありまして 、
徳島から広報すると いう 形で宣伝を図ったと ころ でございます。
内容につきまして は、 ここで改めて御説明 する 必要はないかと思う ので すけれども、まずは １
枚目の赤のところは 「あ わてて契約する必要 はあ りません！」という こと 。切替えの契約をし な
ければ、従来のメニ ュー が適用されますとい う点 。２枚目の緑は、電 力自 由化に関しいろいろ な
誤解があるので、誤 解に 対して、停電が起こ るわ けではないし、新た な電 線は必要ないし、３ 月
中の契約も要らない し、 クーリングオフも条 件が 合えばできます。ス マー トメーターは有料で は
ありません。そうい う基 本的な情報を提供し てお ります。
黄色のほうで３月 に行 ったのは、先ほど国 民生 活センターからも話 があ りましたけれども、 い
ろいろな新たな機器 を購 入するようなトラブ ルが 出てきているという こと で、そういうものは 必
要ないということを 発表 したところでござい ます 。
今後もいろいろな トラ ブルの状況等を見て 、そ の状況に応じた広報を進 めてまいりたいと思 っ
ております。４ 月１日はス タートですけれども 、４月 １日で終わりになる わけ ではなくて、今 度、
新たな小売事業者の 契約 活動はこれからもあ ると 思いますので、引き 続き 進めてまいりたいと 思
っております。
以上でございます 。
○古城座長

ありが とう ございました。

御説明いただいた 内容 について、御質問、 御意 見のある方は御発言 をお 願いいたします。い つ
ものとおり、御発言 があ る方は目の前の名札 を立 ててくださるように お願 いいたします。
矢野委員、どうぞ 。
○矢野委員

御説明 どう もありがとうござい まし た。

国民生活センターはマ スコミ等でも取材が あっ たりして、いろいろ 見る 機会はあるのですけ れ
ども、どうしても消 費者 の情報は住んでいる 地域 での情報が重要かな と思 っております。
そういった意味で は、 一つはメルマガ、特 に若 い人向けです。もう 一つ は地元の消費生活セ ン
ターの果たす役割が 大き いかなと思います。９ペ ージに消費生活セン ター の支援がありました け
れども、今後、相談 員向 けの研修等もなさる とい うことでしたが、も う少 し地元の消費生活セ ン
ターがもっと地域の 住民 に対して広報できる よう な支援を何かお考え であ りましたら、ここを も
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う少し詳しくお話し いた だきたいのが一点。
メルマガについて は、 年齢構成比がわかり まし たら、お知らせいた だき たい。どんな人たち に
情報が具体的に行っ てい るのかなと思ってお りま す。
先日、テレビでも 国民 生活センターの電話 番号 を言っていたのです が、 今、一番わかりやす い
のは消費者庁の消費 者ホ ットラインの「１８ ８（ いやや！）」で、こ れが 一番いいかなと思い ま
すので、ぜひその辺 も消 費者庁と連携協力し て、 まず、相談しやすい 電話 番号でつながるよう に
協力を進めていただ きた いと思っています。
質問は２点です。
以上です。
○国民生活センター 浦川 課長

御質問ありが とう ございました。

まず、各地の消費 生活 センターの支援でご ざい ますが、私がおりま す相 談情報部は全国の消 費
生活センターの相談 員か ら問い合わせを受け る経 由相談ホットライン とい う窓口を設けており ま
す。相談員が抱えて いるさまざまな問題、当 然、 その前提として消費 者相 談があるのですが、 個
別の御質問について 回答 させていただきます とと もに、情報収集をし て得 られた情報につきま し
てもあわせてお伝え でき ればと思っておりま す。
私どもが提供させ てい ただいた情報につき まし ては、今、委員がお っし ゃいました各地のセ ン
ターのそれぞれの地 域事 情等を踏まえながら 消費 者に情報提供してい ただ けるとありがたいと 思
っております。また、私 どももそういった相 談を 受けた場合には、関 係部 署とも連携しながら 支
援していきたいと思 って おります。
また、見守り新鮮 情報 でございますが、今 回の 電力小売全面自由化 の資 料１−６につきまし て
は、主に高齢者に向 けた 情報として考えてお りま す。
今後、相談の内容 を見 まして、例えば若い 方と かいろいろあると思 いま すので、その際には 、
見守り新鮮情報をつ くっ ております部署とも 連携 しながら、情報発 信できれ ばと思っております。
今、おっしゃいま した 消費者の方が相談し やす い電話番号につきま して は、私どもは月に１ 〜
２回ほど記者説明会を行 っておりまして、公表資料 の中には「消費生活センタ ーへ相談を」と「１
８８（いやや！）」 の番 号も書いております。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

御説明 どう もありがとうござい まし た。

資料１−１の12ペ ージ にありますように、 電力 取引監視等委員会と の連 携は非常に重要なこ と
だなと思っておりま す。 これについては、経 産省 のこの委員会のホー ムページから見ますと、 電
力取引監視等委員会の専 任のスタッフが、全 体で70名配置されて、そ のうち50名が東京。あとの
20名が各地方経済産 業局 に配置されて、いろ いろ な問題解決に当たる と紹 介されていたのを見 た
のですが、この場合 、こ の連携協定はそのま ま各 地方局なり地元の消 費生 活センターとの連携 協
定という理解をして もよ いものなのか、ある いは 個別に各地域での連 携協 定を取り結ぶ動きの 流
れに入っていったほ うが いいのか、このあた りを 教えていただけます でし ょうか。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。
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連携協定につきま して は、国民生活センタ ーは経済産業省電力取引 監視 等委員会と結ばせて い
ただいておりますの で、各自治体と経済産業 省双 方の御判断で結ばれ るこ とはあり得るのかな と
思っております。
○陶山委員

自治体 なり そこの消費生活セン ター との連携ですね。行 政と 消費生活センターと 、

さまざまな監視等に 当た られる部署との連携 は非 常に重要だと思うの で。ありがとうございま し
た。
今の御説明でわか りま したので、必要な部 分に ついては、発言をし てい きたいと思います。
○古城座長

ほかに いか がでしょうか。

古賀委員、どうぞ 。
○古賀委員

御説明 どう もありがとうござい まし た。

電力取引監視等委 員会 と国民生活センター が連 携していただいたと いう ことで、本当に心強 い
思いでいるのですが 、例 えば個々の被害相談 を実 際にする場合に、今 、電 話の窓口が結構電力取
引監視等委員会に一 本化 され、こちらの0570の番 号に行ってしまうと 思う のです。国民生活セ ン
ターにお聞きする話 では ないかもしれないの です が、こちらの自由専 用ナ ビダイヤルはどのよ う
な体制になっていて 、ど のような属性の方が 相談 に当たるのかという ことを教えてください。
もう一つは、いろ いろ な電力小売のアドバ イザ ーとか認定資格も各 地の 予備校などで始まっ て
いるようなのですけ れど も、そういった認定資格 の小売のアドバイザ ーさ んは、こちらの今回 の
連携協定や国センや 取引 監視等委員会等とは どう いう関係にあるのか 、御 存じでしたら教えて く
ださい。
○国民生活センター 浦川 課長

御質問ありが とう ございます。

１点目の専用ナビ ダイ ヤルの件でございま すが 、経済産業省が直に 受け ていらっしゃるよう に
伺っております。
今回、ちょうど電 力小 売自由化まであと２ 週間 余りだと思いますが 、経 済産業省は週末も職 員
の方が出勤をされて 、直 接相談を受けられる と聞 いております。私ど も国 民生活センターも土 日
祝日相談窓口を行っ てい るのですが、経済産 業省の取り組みについて は私 どもも心強く思って お
ります。
２点目の御質問の 、資 格のアドバイザーの 件で すが、私どもはそこ の情 報まで持ち合わせて い
ないものですから、 申し わけございません。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

各種の 相談 事例とかが一消費者 にとって届きやすい教訓 とし て受けとめられるの で

すけれども、個別の 相談 事をきちんと個人情 報も 保護しながら社会化 して いく場が非常に重要 か
なと思うのです。
これまで電力につ いて は公聴会等が行われ て、 いろいろな考え方と か意 見についても、質問 に
ついても、そのよう なオ ープンな場でされて きた のですが、今後、い ろい ろな事例を通してリ ス
クコミュニケーショ ンを するとか、情報共 有をする ことが非常に重要で はな いかと思っています。
国民生活センター とし て、そのような場を 今後 、地方とも連携しな がら 設けていくというお 考
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えはお持ちでしょう か。
お考えをお聞きし たい と思います。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

国民生活センター では 、今、委員がおっし ゃら れた相談事例を蓄積 して おりますので、消費 者
相談の事例を適宜精 査い たしまして、公表資 料をこれまで３回作成し まし たが、今後も引き続 き
必要な情報を提供し てい く予定でございます 。
あわせまして、国 民生 活センターで行う研 修や、私どもは全国の自 治体 からも講師派遣依頼 を
いただくことがござ いま すので、そうしたと ころ に出向きまして、直 接相 談員の方に私どもが 持
っております相談事 例を踏まえてトラブルの 状況 等の情報をお伝えで きる 取り組みを行ってい き
たいと思っておりま す。
○古城座長

陶山委 員、 どうぞ。

○陶山委員

関連し てで すが、それと同時に 情報 提供する、学習の講 師を 派遣するのは非常に 重

要で有益だと思いま すが 、消費者側からもこ うい うケースだとか、消 費者 としてはこんな思い が
あるということも含 めて 、一方通行ではなく 双方 向、しかもその場に 監視 等委員会、ここを監 視
あるいは指導できる 立場 の方も含めて、コミ ュニ ケーションすること が問 題解決を進めさせる の
ではないかと思いま すの で、これは意見とし てで すが、ぜひ御検討い ただ きたいと思います。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

電力取引監視等委 員会事務局とは常に電話 をか けてやりとりをさせ てい ただける関係を築か せ
ていただいております。 今、委員がおっしゃ いま した、直接消費者の 方か らの御意見等も踏ま え
てできることを検討 して いきたいと思ってお りま す。
ありがとうござい ます 。
○古城座長

白山委 員、 どうぞ。

○白山委員

いろい ろな 施策をやられていら っし ゃることは非常によ くわ かりました。ありが と

うございました。
お伺いしたいのは 、今 後の問題で、このよ うな 施策を行った結果と して の影響とかインパク ト
とか、その辺を一定 期間 経過した後、何か具 体的 にどのようなタイミ ング で、どのような指標 で
評価をして、これか ら次 のステップ、新たな 施策 へ結びつけていくか とか 、あるいは先ほどあ り
ました利害関係者の 方々 との意見交換の中で 、そ の評価のあり方をど う考 えるのかとか、その 辺
の具体的なところと 、今 後が重要だと思いま すの で、その辺について 、何 か御予定等があれば お
伺いしたいのです。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

今、委員がおっし ゃる ように、今後はとて も大 切だと私どもも思っ てお ります。具体的な予 定
はこれから相談事例 を見 ながら考えていかな くて はいけないと思って おり ますが、４月１日以 降
本格的に電力の小売 り自 由化が始まりますの で、まず、相談の状況をきち んとウオッチしてい き
たいと思っておりま す。
今までは便乗商法 が比 較的入ってきており ます が、これからは小売 の事 業者のさまざまな勧 誘
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の問題とか、解約の 問題 、特に私どもが気に して おりますのは、セッ ト販 売、電気以外に例え ば
電話サービスなどと のセ ット販売で解約をす る場 合に、様々な問題が起き てくるのではないか 。
これは想像の域でし かな いのですが、そうい った 問題が出てきたとき には 、具体的に経済産業 省
電力取引監視等委員 会と も情報共有を図りな がら、消費者相談に即し て情 報提供やお願いをさ せ
ていただこうと思っ てお ります。
また2017年４月１ 日か らは、ガスの自由化 も始 まると聞いておりま す。私どもは相談が入っ て
から動く組織でござ いま すので、常に相談事 例を 見ながら必要に応じ て消 費者に情報提供して い
くということで考え てお ります。
具体的には、これ から 相談を見ながらにな って いくかと思っており ます 。
○古城座長

ほかは いか がでしょうか。

松村委員、どうぞ 。
○松村委員

ありが とう ございました。

今回の相談事例の よう な、かなりまずい というか 怪しげなものを積極 的に 公開していただくと、
消費者に対する啓発 にな るだけではなく、事 業者 もこういうことをす ると 信頼を失うというこ と
がわかるようになる と思 いますので、今後も こう いう怪しげなものを 積極 的に出していってい た
だきたい。
消費者庁もそうな ので すが、怪しげな機械 を売 りつける、電力の自 由化 と直接関係ない機械 を
売りつける、しかも 電気 代に比べてはるかに 高額 だと思われるような もの を売りつけるのは、 か
なり悪質性が高いと いう のは一見してわかる。しか しこれからは微妙な ケー スが出てくると思う。
例えば、省エネな どの 制御をする機械を入 れる と、その結果として 節電 が進んで、あるいは 電
力 の 場 合 に は 、 場 合 に よ っ て は 今 後 、 太 陽 光 な ど が 大 量 に 入 っ て く る と 、 時 間 帯 に よ っ て 1,000
倍ぐらい電気の価値、費 用に差が出てくるな ども あり得て、より費用 の高 い時間帯から低い時 間
帯に電力消費を移す と確 かにコストも下がっ て、 そのうちの一部を消 費者 に還元すると言うビ ジ
ネスモデルもあり得 る。 そのような制御をす る機 器をつけると電気代 が安 くなるという類いの こ
とは、一概に全部詐欺ま がいとは言えない。
逆に言うと相当難 しい というか、今回の太 陽光 とかは自由化と無関 係に当然適正価格で売る べ
きものだと思うので、詐 欺だとわかりやすい 例な のですが、真っ当な ビジ ネスモデルに基づく も
のもこれから出てく ると 思います。常に事業 者か らもいろいろ聞いた りし て、優良な事例を殺 さ
ないように、不良な 事例だけを適切に除ける よう に、消費者庁も国民 生活 センターも考えてい た
だけると助かります 。
以上です。
○古城座長

いかが でし ょうか。

古賀委員、どうぞ。
○古賀委員

これは 要望 ということになろう かと 思いますが、業者と のや りとりは現場のいろ い

ろな相談員の方がし てい ただくことになると 思い ますので、電力の小 売の 自由化に特化した解 約
の仕方とか、解約書 面の 書き方とかのマニュ アル などを国民生活セン ターのホームページに出 し
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ていただけると良い ので はないかと思います 。相 談にもよりますが、 電力取引監視等委員会と消
費者センターなどい ろい ろなところとの電話 をナ ビに従ってぐるぐる 回し ているうちに、消費 者
のクーリングオフ期 間を 過ぎてしまうという ことも多々あると思いま すの で、そういったこと も
御配慮いただけたら と思 います。
よろしくお願いし ます 。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

消費者向けにわか りや すい情報提供という のは 私どもも常に求めら れて おりますので、工夫 し
ながら出していけれ ばと 思っております。
相談員向けにつき まし ては、先ほど研修の 機会 の話をさせていただ きま したので、そういっ た
場で対応方法につい ても 共有していきたいと 思っ ております。
○古城座長

ほかにいか がでしょうか。

見通しとして、ま だ、自由化が開始されて いな いわけですから、こ れか ら開始されたら、相 談
がどんと増えるとい う見 通しを持たれている ので すか。
○国民生活センター 浦川 課長

あくまで予想 でし かないのですが、開 始さ れましたら、本格的 な

勧誘も始まるだろう と思 いますので電力の小 売事 業者についての相談 が便 乗よりも増えてくる の
ではないかと思っており ます
○古城座長

ちなみ に携 帯事業の相談事例も 多い のですか。

○国民生活センター 浦川 課長

携帯電話会社 で実 際に勧誘されたとい う相 談も入ってきており ま

す。
○古城座長

そうで はな くて、携帯電話は自 由化 されて販売されてい ます よね。そこでの電気 と

のセット販売だけで はな くて、携帯電話の相 談は すごく多いのですか 。
○国民生活センター 浦川 課長

携帯電話の消 費者 トラブルは非常に多 くご ざいまして、今回、 総

務省がそれをきっか けに 、電気通信事業法の 改正をしておられます。
○古城座長

携帯と いう のは、例えばこの３ ペー ジですと１〜３月期 でど れぐらい相談がある の

でしょうか。大ざっ ぱで いいです。
○国民生活センター 小林 課長補佐

国民生活 セン ターの小林と申しま す。

まだそんなには相 談と しては入っておりま せん が、これから電気を 売ら れるというアナウン ス
が入ったことで、消 費者 が少し不安に思われ てセ ンターに相談に来ら れて いるという事例が、数
例入っている状況で ござ います。
○古城座長

松村委 員、 どうぞ。

○松村委員

古城先 生は電気とのセット販売 では なく携帯自体のこと をお 気になさっていたと 思

うのです。もちろん その こともお答えいただ いた。センターの方がお っし ゃったとおり、これ か
らセットが増えてく るので、この問題は重要。
携帯の場合には、 例え ば２年縛りとかで、 １か月間は無料で解約で きる けれども、それが知 ら
ないうちに過ぎてい ると か、そういうことで 潜在 的なトラブルがある 。携 帯自体のトラブルはお
答えになったとおりのル ールの改正の結果、 これ からひょっとして減 るのかもしれない。
10

しかし、これも正 しくおっしゃったとおり 、今 後電気との組み合わ せが 出てくると、もっと ひ
どいことになりかね ない のです。携帯と電気 をセ ットで売って、携帯 の解 約は５月と６月にで き
るけれども、電気の 解約 は７月と８月にしか でき なくてとか、ガスも 組み 合わせると、ガスは11
月と12月しか無料で 解約 できない。
セットにしている と、 どこで解約しても絶 対に 解約金がかかるとか いう ことだって起こりか ね
ないわけで、単独の ケー スよりももっとひど いこ とが起きかねない。その 点についてセンター は
注視されているとい うこ とだと思います。
私たちも関心を持 つべ き問題だと思います 。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

要望を 述べ させていただきます が、 電力の自由化につい て電 力取引監視等委員会も

地域に出て割とPRを 始めていますが、なかな か住 民の人たちにはそん なにまだ身近ではない、変
わるらしいというの はあ るけれども、何がな んだ かわからないという 中で 、国民生活センター は
地方などでも行われ てい る消費者展等に、こ この ところ積極的に出て いら っしゃいますので、 今
後の相談件数の内容 にも よりけりなのですけ れど も、電力自由化に伴 う相 談件数がかなり多い と
いうことであれば、 ぜひ 今年度の全国の地域 の消 費生活展等で、地元 の消 費生活センターとも 連
携しながら、せっか くい いアピールの場だし 、広 報できる場ですので 、そ の辺を相談ダイヤル も
含めて積極的に対応して いただけるように要 望し たいと思いますので 、よ ろしくお願いいたし ま
す。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

今、委員から話が あり ましたことをセンタ ーに 持ち帰りまして、検 討し ていきたいと思って お
ります。
○古城座長

あとは いか がでしょうか。

井手座長代理、ど うぞ 。
○井手座長代理

今 回、い ろいろなトラブルの 事例 を紹介していただきあり がとうございました。

一般の人は、電力 自由 化で料金が下がると かが 宣伝されていて、お 年寄 り等々は自分が何も し
なければ不利益をこ うむ るのではないかとい うこ とから、じっとして いる と高い電気代をずっ と
払い続けるのではな いか という不安があるの です 。
その辺に対して、 的確 な情報を国民に知ら せることも大事だろうと 思い ます。トラブルを言 っ
てくる人はいいので すけ れども、何もしない 人も いて、そういう人は 不安 を抱えているのは確 か
なので、その辺をき ちん とやっていただきた いと いうことです。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

今、委員から御指 摘が ありました、消費者 の方 が何か動かなくては いけ ないというわけでも 当
然ありません。私ど もは まず、しっかりとし た情 報を消費者に伝えな くて はならないこと、ま た
不安がっていらっし ゃる 方々につきましては 、相 談をしたくてもどこ に行 ったらいいのだろう か
という方々が相談で きる ように相談窓口の周 知を 始め、周りの方々、 身近 な方々に向けた啓発 を
もっとしていかなく ては いけないと思ってお りま す。引き続き取り組 んで いきたいと思ってお り
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ます。
○古城座長

あとは いか がでしょうか。

全体の大きな体制 の仕 組みなのですけれど も、消費生活相談センタ ーは いろいろ助言を求め る
人に助言を与えるの と、 情報提供をなさるこ とを やっていらっしゃる 。も う少し進むといろい ろ
問題点があると、是 正措 置をとるための端緒 とか 、いろいろなものが あり ますし、その辺の役 割
分担はどのようにな って いると理解すればよ ろし いのでしょうか。
○国民生活センター 浦川 課長

私ども国民生 活セ ンターも消費生活セ ンタ ーも権限を持ってい る

わけではないもので すか ら、具体的に消費者 トラ ブルが発生した場合 には 、個別事業者さんと ト
ラブルの解決に向け て話 し合いのお手伝いを いた します。
そこで消費者苦情 の解 決がまず、一番必要 で大 切なことだと思って おり ます。得られた情報 を
もとに、今度は事業 者さ んに業務の改善を個 別にお願いさせていただ くと いうことになります。
あわせて、あっせ ん等 を通じて得られた情 報に つきましては、電力 取引 監視等委員会にも対 応
等を検討していただ く際 の情報を提供させて いた だこうと思っており ます 。あわせて消費者に 連
携しながら提供して いく ということで、双方 の役 割を考えております 。
○古城座長

わかり まし た。

陶山委員、どうぞ 。
○陶山委員

これは 国民 生活センターにお聞 きす ることではないかも しれ ないのですけれども 、

いろいろな事例とそ の解 決の中で、制度の改 善あ るいはそれに続いて 、法 律の改定等について 、
感触で結構なのです が、 経産省なり監視等委 員会とのこれまでのコミ ュニ ケーションの中で、 ど
のように思っていら っし ゃるか、わかりまし たら 少し教えていただけ ます か。
○国民生活センター 浦川 課長

資料１−２の 連携 協定の中の５番目に「電力 取引監視等委員会は、

国民生活センターか ら提 供される情報や提案 に基 づき、小売電気事業 に関 するルールのあり方 に
ついて必要な検討を 行うこと」と入れさせて いた だいております。
私どもは相談事例 を提 供させていただきま すの で、こうした事例 を受け取 っていただいた上で、
必要な検討をしてい ただ くということで、双 方の 役割を分担できれば と思 っております。
○古城座長

井手座 長代 理、どうぞ。

○井手座長代理

あ と一 点なのですけれども 、監 視等委員会と連携し てい るということなので 、

できましたらこうい う相 談のケースについて も、 一緒の形でデータベ ース 化というか、国民に わ
かるように示してい ただ きたい。もちろん、 監視 等委員会では別個に 公表 されていると思いま す
けれども、そういっ たこ とも考えていただき たい と思っています。
○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

今回、３月14日に 公表 しております資料１ −３ で、参考までにお伝 えさ せていただきます。 資
料１−３は３月14日 に連 名で公表しておりま す資 料で、国民生活セン ター の相談件数を図１で示
させていただいてお りま して、２ページの図 ２に 電力取引監視等委員 会の 窓口に寄せられた件 数
を双方載せておりま す。
双方のデータベー スが どうしても違います ので 、合体させるのは難 しい と思いますが、今後 、
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情報の提供の仕方に つい ては、双方で話し合 いな がら対応していきた いと 思っております。
○古城座長

いかが でし ょうか。

どうぞ、陶山委員 。
○陶山委員

資料１ −１ の３ページで、グラ フの 下に「消費生活セン ター 等からの経由相談は 含

まれていない」とい う意 味を教えていただけ ませ んか。そして、数と して どの程度か、もしわ か
ればお願いします。
○国民生活センター 浦川 課長

国民生活セン ター は全国の消費生活セ ンタ ーからの相談も入っ て

くるのですが、その 場合 、もともとの相談が あり ますのでその分は件 数に 含んでいないという こ
とで書かせていただ いて おります。
○古城座長

古賀委 員、 どうぞ。

○古賀委員

先ほど 松村 先生がおっしゃった こと がずっとひっかかっ てい るのですが、解約の 縛

りが、自由化競争の なか で、これから消費者 被害 として重大なところにな るのですが、解約の 縛
りについて、どこの 所掌でもいいのですけれ ども 、一定のガイドライ ンと か一つの目安のよう な
ものをつくる必要が ある のではないかと思う ので すが、これは国民生 活セ ンターではなくて、 消
費者庁を含めて、こ のこ とを議論していった らど うかと思うのですが 、い かがでしょうか。
○古城座長

松村委 員、 どうぞ。

○松村委員

私が言 うの も変なのですが、ガ イド ラインを議論してい た専 門委員会合の場では 、

何らかの書き込みを した ほうがいいのではな いか という提案をしたの です が、それに関しては 、
そのような非常識な こと をするのは通常考えられ ないから、書かなく ても 大丈夫だとの整理で し
た。
しかし、実際にそ うい う問題が起こったと きに は再度検討するとい う整 理になったかと思い ま
す。したがって、実 際に 解約に関してこんな にい っぱい苦情とかが来 てい る、そういう非常識 な
ことは起きないとか いう 認識は正しくなかっ たと いうことに将来なれ ば、 何らかの対応をとる と
いうのが監視等委員 会の見解だと私は思って いる。もし何か本当にそ うい うトラブルが多く起 こ
ったら、こちらから も意 見を言っていくべき だと 思います。
ただ、具体的にど うす べきかは難しい。例 えば ２年を超えるような拘束 はどう考えてもおか し
いと仮に書いたとす ると 、２年まではいいの か、携帯並みの２年なら 大丈 夫かとか、そのよう に
思われたら困る、逆効果 になりかねないとい う懸 念もあった。いずれ にせ よ、重要な問題であ る
ことは監視等委員会 の事 務局も認識している と思 いますので、本当に 問題 が起こればいろいろ な
ところから意見を言 って いけば、ガイドライ ンが 変わることは十分あ り得 ると思います。
○古城座長

今のと ころ ガイドラインは何も変え ていないのですか。

○松村委員

当然、 抽象 的に不当になるこう いう ものはだめとか書い てあ るので、全くノーチ ェ

ックというわけでは ない 。
期間に関しても、 常識 的に考えれば２年で はな くて１年ぐらいで、 それ を超えるようなこと は
通常想定されないと かい うことは、事務局は 言っ ているので、不当に とい うのはそういう範囲 だ
ろうという認識でみ んな がいるというのが一 番楽 観的な解釈なのです けれ ども、いずれにせよ、
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かなり抽象的な文言 しか 書いていない。
○古城座長

何も書 いて いなくても、長期拘 束割 引はルールが決まっ てい る。そうでないと独 禁

法違反になるのです 。不 公正な取引法です。
割引というのは、 長期 契約してもらったら 、事 業者としてはこのお 客さ んがいるのだから、 マ
ーケティング費用等が節 約できるのだから、節約 できた費用を割り引 きま しょうということで 、
額は決まってくるわ けで す。
違約金といっても 、本 当は長期に拘束して もら ったらその分得をし たの に、破ったのだった ら
それを返してくださ いと いうので、均衡のと れた 話なのですけれども 、消 費者はのんびりして い
るとか独占力がある とい うので、すごく拘束 的に なると独禁法違反に なっ て、相場が決まって い
るはずです。
消費者は完全に情 報を 持っていて、競争も 進ん でいたら、おかしな 割引 ではなくていい割引 を
みんな選ぶから、自 然と 淘汰されて相場が決 まっ てくるのですけれど も、 消費者が情報不十分 だ
とか、競争が働かな いとお かしなことになって しま うということで、大 体相場 が決まってきたら、
それに応じて規制で きる と思うのです。
でも、電力は危険 がか なりありますよね。 独禁 法の中で、通常の商 慣習に照らしておかしな 額
だとか、期間ではい けませ んとは書いてあるの です。通常の商慣習が何か はわ からないのですが、
相場というかです。
○松村委員

しつこ くて申しわけないのです が、 独禁法の観点から新 規参 入の阻害になるとい う

ことも原理的にはあ り得 る。従って独禁法の 観点 から何も書いていな くて も当然、一般法でノ ー
という可能性はもち ろん あります。
消費者が完全に合 理的 であったとしても独 禁法 上問題がある可能性 があ るわけですが、消費 者
が完全に合理的では ない 場合には、独禁法上 問題 がなくても、当然、 消費 者契約法だとかの発 想
から問題になること も当 然あり得て、委員会 でも実際にそのような指 摘が ありましたので、そ の
ことは念頭には置か れて いるはずです。
ただ、一般法の適 用だ けでいいのか、ガイ ドラ インで電力に特有の 何か を書いた方がいいの か
に関しては、現状、 なく てもそんなに非常識 なこ とは起きないだろう とい う認識で、非常識な こ
とが起きれば電力特 有の ことを何か書き込ま なけ ればいけないという こと もひょっとしたら出 て
くるのかもしれない し、 ここから意見を出し てい くということもあり 得る と思います。
○古城座長

矢野委 員、 どうぞ。

○矢野委員

連携協 定の ４番に監視等委員会 が国 民生活センターと連 携し て随時研修会や勉強 会

を実施とありますが 、こ れは双方のそういっ た研 修会や勉強会がメー ンか なと思うのですけれ ど
も、国民生活センタ ーは 事業者とも対峙して いら っしゃいますので、 今後 の相談件数や相談内 容
によっては、場合に よっ ては事業者向けの研 修会 というか、さらに学 習会 等が必要かなと思い ま
すので、この辺は監 視等 委員会と連携されて 、そ ういった事業者向け の研 修や勉強会も積極的 に
検討していただきた いと 思っておりますので 、そ の辺の捉え方はどの よう にされているかお聞 き
したいなと思います。
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○国民生活センター 浦川 課長

ありがとうご ざい ます。

私どもは全国の消 費生 活センター、消費者 のた めということで、今 回、 この文言を入れさせ て
いただいたのですが 、今 、委員から御指摘が あり ましたとおり、当然 、様 々な業者の方が参入 さ
れていますので、そ うい った方々にきちんと消費 者トラブルの現状等 を知 っていただきたいで す
し、そうしたトラブ ルを起 こさないための対応 をぜ ひとっていただきた いと 思っております。今 、
いただいた話は電力 取引 監視等委員会にも共 有さ せていただいて、今 後、 何ができるか検討し て
いきたいと思ってお りま す。
ありがとうござい ます 。
○古城座長

そのほ か、 いかがでしょうか。

大体予定していた 時間が来ましたので、こ れで 終了させていただき たい と思います。
国民生活センター 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、ありがと う
ございました。

≪３．閉会≫
○古城座長

それで は、 議論は以上といたし ます 。

事務局から連絡事 項等 はございますか。
○丸山参事官

本日 は、 御熱心な御議論をど うも ありがとうございま した 。

今後の専門調査会 等の 日程につきましては 、確 定次第御連絡をさせ てい ただきます。
○古城座長

それで は、 本日はこれにて閉会 とさ せていただきます。

お忙しいところお 集ま りいただきまして、 あり がとうございました 。
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