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●私のコンシューマリズム観

社会の一員としての消費者であるために

サステナビリティ消費者会議 代表

古谷　由紀子 

１．どのような消費者でありたいか
社会の一員として、問題に直面した時に、

「主体的」に行動ができる消費者でありたい
と思う。それは、商品やサービスを選ぶと
きに限らない。トラブルにあったときも同
様だ。社会の一員であるということは、さ
らに当事者として、商品の原材料や製造過
程にも関心を持ち、行動することも含まれ
る。消費者基本計画における「消費者が主
役となって選択・行動できる社会」に関わ
る消費者と重なる。主体的な消費者は経済
社会を動かすドライバーになる。
２．現代における「消費者の権利」と「消
費者の役割」
しかし、社会において主体的に行動する
消費者は理想ではあるが、昔も今も、消費
者の主体性が確保されているとは言い難い。
脆弱な消費者も存在する。だからこそ消費
者保護の政策が進められ、「消費者の権利」
が認められてきた歴史がある。今日では、
持続可能な社会を目指し、SDGs（持続可能
な開発目標）の達成に向けて、消費者も積
極的な役割として、持続可能な消費やエシ
カル消費に期待が集まっている。そこで注
意をしたいのは、「消費者の権利」の意義が
失われたわけではないことだ。「消費者の役
割」は重要だが、消費者にとって安全な社
会であればこそ、消費者は役割が発揮でき、
情報を知らされてこそ、有益な選択が可能
になる。「消費者の権利」は消費者が役割を
発揮するためにも重要なカギを握る。

３．新たな時代を見据えた消費者の主体性
の確保を
現実には、消費者の主体性は阻害されて

いることが多く、その主体性の回復が必要で
ある。消費者の主体性確保のためには、消
費者の権利が尊重され、消費者が役割を発
揮できるように、さまざまな主体による取り
組みが欠かせない。
企業は消費者にとって基本的な商品・サ
ービスの安全や公正な取引の実現、また消
費者が役割を発揮するために、サプライチ
ェーン上にある社会・環境課題とその解決
の情報開示などが求められる。消費者庁で
はこのような企業の取り組みを消費者志向
の自主宣言の促進によって実現しようとし
ている。さらに、消費者の主体性を実効可
能にするために消費者教育、消費者トラブ
ルの解決支援も欠かせない。消費者教育や
消費者トラブルの解決については消費生活
センターや消費者庁、さらには消費者団体
が大きな役割を発揮してきた。
今日、気候変動など地球規模の課題の増
大、デジタル経済化による個人データの利
活用・AI（人口知能）の活用など新たな課
題も生まれている。今後、消費者の主体性
を確保するためには、新たな連携の拡大や
連携の在り方の検討も視野に入れる必要が
あるだろう。これまでの支援の枠組みだけ
では解決ができない。多様な専門家や多様
な市民組織へのアプローチも必要となるの
ではないだろうか。
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本日は、ありがとうございます。
今回のテーマは、「消費者庁設立10周年」で

す。消費者基本法では、消費者行政の基本は、
「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立支
援」であると示されています。この基本理念
のもとに消費者庁が設立して、さまざまな対
策がなされました。
今日は、「消費者相談」に焦点を当てて、皆

様から率直なご意見・ご発言をいただきたい
と思います。
最初に、「消費者行政の一元化」ということ

で、一元化に至った経緯をお話しいただきた
いと思います。
太田様に伺います。改めて消費者庁が設立
された経緯と、新組織である消費者庁に期待
された役割についてお話しいただけますか。

消費者庁設立までの経緯

本日は、このような機会をいただき
ありがとうございます。消費者庁が2009年９

月に設立されてから、本年９月で丸10年が経
過いたします。
まず設立の経緯を振り返りますと、その設

立に先立つ2000年代の半ば以降、いわゆる食
品偽装問題ですとか、中国産の冷凍餃子事
件、悪質商法による被害の増加といった消費
者に不安をもたらす問題が多数発生した時期
がございました。これを契機として、国民の
安全・安心を確保するため、消費者行政のあ
り方を大きく転換するという機運が盛り上が
りました。
このようなことを背景としまして、2008年
１月に召集された通常国会の冒頭において、
福田康夫内閣総理大臣（当時）の施政方針演
説の中で、「消費者行政の司令塔となる新組織
の検討」ということが表明されました。
この新組織の検討については、閣議決定に
より設置された消費者行政推進会議という有
識者会議において行われ、2008年６月に、同
会議の報告書を踏まえた消費者行政推進基本
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計画が閣議決定されています。
この閣議決定を踏まえて、いわゆる消費者
庁関連３法案が政府内で策定され、国会に提
出されました。当時は衆参両院間で与野党の
勢力にねじれ状況が存在する中で、与野党間
でさまざまな協議が行われましたが、当初、消
費者庁の審議会として設置される予定であっ
た消費者政策委員会を、独立した第三者機関
である消費者委員会として内閣府に設置する
などの所要の修正を経て、2009年５月にこの
法案が成立しました。
その後、政府内で新組織の立ち上げに向け
た準備が進められ、2009年９月１日に消費者
庁と消費者委員会が発足しました。
新組織に期待された役割についてですが、
消費者行政推進基本計画においては、当時、
規制緩和などによる市場重視の政策が重視さ
れていた中で、安全・安心な市場を形成し、良

質な市場を実現するということが重要な公共
政策の目標となったことがうたわれ、それを
実現することこそが、消費者・事業者双方に
とって長期的な利益をもたらす唯一の道であ
ることを指摘しています。
このため、消費者庁の設立を契機として、こ
れまでの事業者中心の施策から、消費者利益
の擁護・増進ですとか、消費者の権利の尊重
や自立の支援といった方向に行政のあり方を
大きく転換しなければならないとしており、こ
れにより、消費者・生活者が主役となる社会
を実現する国民本位の行政に大きく転換する
ことを求めています。
そのため、新組織においては、消費者行政
の一元化を実現することとし、それにふさわ
しい強力な権限と必要な人員を備えたものと
することが求められています。
さらに、消費者行政の推進において司令塔
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的な役割を果たすことが求められており、そ
のために、関係省庁のほか、地方公共団体と
も密接な連携・協力が必要であることが指摘
され、それを踏まえて、消費生活センターの
強化・充実を前提とした全国のネットワーク
を構築することが求められています。
さらに新組織においては、消費者の声を
真
しんし

摯に受けとめることが求められており、そ
のために消費者委員会のような仕組みもつく
られましたし、さらには消費者市民社会の構
築に向けた取り組みを、新組織を中心として
進めていくべきだとしています。
また消費者サイドの話だけでなく、事業者
サイドについても言及されていまして、新た
な消費者行政の推進を通じて、ルールの透明
性や行政行為の予見可能性を高めていくこと
により、産業活動についても活性化させるも
のであるべきだとしています。
以上が設立の際に期待された役割となりま
すが、このように消費者庁が国民・消費者の
非常に高い期待を背負って発足したという経
緯を、我々職員一同は改めて胸に刻む必要が
あると思います。

ありがとうございます。今、伺うと、
最初から高い目標と理念を掲げて消費者庁が
設立されたことがわかり、改めて本当に大き
な意義を感じました。
消費者庁ができて、消費者相談体制も整備
されてまいりました。地方消費者行政の現場
では、消費生活センターを中心に消費者の安
全・安心を確保するために、さまざまな取り
組みが行われています。
改めて消費生活センターの役割について、
お話しいただけますか。また、この10年での
変化についてもお願いします。

大きな意味を持った消費者安全法の制定

10年前には「消費生活センター」と
いう言葉が法律にありませんでした。消費者
庁設立と同時に消費者安全法が制定され、そ
の中で、初めて「消費生活相談員」とか「消
費生活センター」という言葉が書かれました
ので、それは本当に大きな意味を持つもので
した。
消費生活センターになるためには、週４日
以上の開設、パイオネットを導入する、消費
生活相談員を置くという条件があります。消
費生活センターにはなっていなくても、消費
生活相談窓口というものもあります。都道府
県のセンターと市町村のセンターでは、法律
の上では役割が若干違いますが、自治体の消
費生活センターは、消費者安全法と消費者基
本法を根拠法として対応しています。
消費生活相談員は、事業者の方からの「ど
ういう立場で、こちらに電話してくるのです
か？」という質問に答えなくてはいけない場
面があります。今は、消費者安全法に基づく
消費生活センターの設置義務や役割を説明す
ることができます。それ以前は、消費者基本
法において国、地方自治体、事業者の責務な
どが定められていますので、それを根拠に話
し合いに応じていただきたいということを説
明していました。
消費生活センターの役割としては、第一に
住民からの相談を受け、個別の被害救済を行
うことです。その際に、さまざまな情報を得
ることができますので、その情報とともにパ
イオネットに入力する。そのデータを、消費
者庁や国民生活センターが集約・分析して、被
害の未然防止のために住民に対して、情報発

司会

増田
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信しています。
また、それは、行政処分や制度整備、法律
改正につながっています。その作業は大変な
労力が必要です。相談者は通常、理路整然と
話すことはありません。要望は何か、その理
由は何か、どういう経緯で契約に至ったのか
などを聴き取りするために時間がかかります。
入力も、第三者が読んですぐに理解できるよ
うな文章にしなければなりません。そして、法
律のすき間の問題であったり、法律に違反し
ているなどがわかるように入力する必要があ
るため、知識・経験が必要な作業になります。
また、消費者安全法が改正され、消費生活
相談員の資格が法定化されたことと同時に、
消費生活センターが地域の見守りネットワー
クの拠点になること、消費者教育推進法の制
定により消費者教育を推進するための拠点に
なることが消費生活センターの役割として明
確化されました。
消費生活相談員の資格が法定化されたこと
で、自治体内部において、消費生活相談員に
ついて理解を深めていただくことができるよ

うになったと思います。
また、相談者は、どういう人が消費生活セ
ンターにいるかを知りません。センシティブ
な話をしなくてはいけない相手が、どういう
立場なのかということをわかりやすく説明で
きるようになったと思います。

そうですね。困っている人は昔から
いて、いろいろな消費者問題があった。そこ
に消費者庁という国の組織ができて、消費生
活センターが身近なところにあることが明確
になったことは大きいですね。

そう思います。
　行政として対応がしっかりと整備

されてきたように見えてきているということ
ですね。

そうですね。国民生活センターと消
費生活センターの違いもよく理解されてない
ので、組織が明確になり、わかりやすくなっ
たと思います。

消費者庁が地方消費者行政へ支援を
することが、この10年強化されてきました。こ
の取り組みの目的はどういうことでしょうか。

地方消費者行政充実・強化のための支援

ただ今、増田理事長からご説明があ
ったように、消費者問題の最前線は地方にあ
るとよく申しておりまして、その最前線であ
る地方消費者行政の現場では、消費生活セン
ターなどを中心に関係者が協力して、消費者
の安全・安心の確保のために、さまざまな取
り組みを行っています。このような地方にお
ける取り組みを積極的に支援することが消費
者行政の強化につながるといえます。
さらに消費者庁の組織形態との関連で申し
上げますと、消費者庁は地方に出先機関を持

司会

増田

東海林

増田

司会

太田

太田　哲生氏
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が増えることを期待してきたわけです。
ただ、この自主財源化というのは思ったよ
りも難しいことでした。2017年度における自
主財源は、地方交付税措置の270億円に対して
120億円程度ということで、概ね横ばいで推移
しており、一般財源に裏付けられた地方の自
主的・安定的な取り組みへの移行には、引き
続き課題を残しています。
地方消費者行政については段階的に自主財
源化を図っていくとの方針の下、これまでの
地方消費者行政推進交付金を活用した新規事
業の立ち上げについては2017年度で終了とな
り、2018年度からは地方消費者行政強化交付
金に名が変わり、これまで立ち上げた事業に
ついては、今後数年間は引き続き支援を行う
ものの、段階的に終了していくこととしてい
ます。他方、そのかわりとして、国として取
り組むべき重要な消費者政策の推進に資する
取り組みを地方公共団体が行う場合、それに
対して国が一定の補助を行うという形に、交
付金の性格を変更しています。
引き続きこうした交付金等を活用するとと

っていないことから、消費者行政を推進する
ためには、やはり地方と消費者庁がしっかり
連携することが不可欠で、国と地方による取
り組みを車の両輪として進めることで初めて
消費者行政を推進することができるという関
係にあります。地方消費者行政については長
年縮小傾向が続いていたわけですが、消費者
庁の設置後は、その流れをとめて、一定水準
に底上げを図っていくことが最重要課題の一
つになったということです
このために、消費者庁としてもさまざまな
支援を行っていくわけですが、その重要な柱
となったのが財政面からの支援です。まず
2008年度に各都道府県に地方消費者行政活性
化基金を造成し、2009～2011年度の３年間を
地方消費者行政の集中育成強化期間と位置づ
けて、消費生活センター・相談窓口の立ち上
げや相談員さんの配置・増員といった形で、地
方の体制整備を重点的に支援してきました。
2014年度の補正予算以降は、政府全体の方
針により、活性化基金による支援から単年度
の交付金（地方消費者行政推進交付金）によ
る支援への移行が図られました。
さらに、地方消費者行政は自治事務である
ことを踏まえ、各地方公共団体において安定
的な消費者行政の取り組みが可能となるよう
に、地方消費者行政の推進に関する地方交付
税措置が行われています。消費者庁設置前の
2008年度は約90億円であったものが、直近の
2018年度には270億円まで増加しました。地
方交付税は交付金とは違ってひも付きではな
いので、これがすぐさま消費者行政予算の増
加につながるわけではありませんが、消費者
行政に係る基準財政需要額が増えることによ
り、間接的に地方消費者行政に係る自主財源

増田　悦子氏
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もに、地方の消費者行政予算の一般財源化を
促すという２つの方法によって、地方消費者
行政の充実・強化を図っていくこととしてい
ます。
このような財政面からの支援とあわせて、施
策面においても地方消費者行政強化戦略を策
定し、具体的な数値目標を掲げて取り組みを
推進しています。これにより、例えば2015年
に相談窓口のない地方公共団体が解消された
ほか、消費者教育の推進や消費者安全確保地
域協議会（見守りネットワーク）の設置の普
及など、どこに住んでいても質の高い相談、救
済が受けられるような地域体制づくりを全国
に広げていくことをめざして支援を実施して
います。
また、消費生活センターや相談窓口への消

費者のアクセスを改善するための取り組みも
進めておりまして、2010年からは全国共通の
番号で最寄りの消費生活センター・相談窓口
を案内する「消費者ホットライン」を運用し
てきていますが、これについてさらにアクセ
スをよくするため、2015年からは、より覚え
やすい３桁の電話番号「188（いやや）」の運
用を開始しています。この「188」について
は番号の認知度がまだまだ低いということで、
その向上を図っていくことが課題になってい
ます。
このように地方消費者行政の充実・強化に
向けてさまざまな支援を行ってきているわけ
ですが、小規模自治体などを中心に、消費生
活センターの整備をはじめとする体制整備は
道半ばという状況ですので、引き続き地方の
取り組みをしっかりとご支援していくことが
重要であると考えています。

ありがとうございます。司会

国として、具体的な強化戦略の一つに「消
費者ホットライン188」を作ったということが
あります。その他も含めて相談現場ではどの
ような影響があったでしょうか。「まだまだな
いよ」というお話でも結構です（笑）。

いいですか（笑）。
遠慮なく（笑）。

相談窓口の空白地帯解消は非常に大きい

まず「188」に関しては、今、太田課
長がおっしゃられたとおり、まだ認知度が低
いこともあって、現場の相談員からすると、効
果はそれほど感じないですね。ただ、国が
「188」という３桁の番号をつくって、それを
広報したこと自体が、消費者行政について理
解を深めてもらうきっかけになっていると思
いますので、今後とも継続していただきたい
と思っています。
反面、現場では「188」からの入電なのか、
消費生活センター固有の電話番号からの入電
なのかがわかりにくいところもあります。相談
者自体が、どこに電話をかけているのかを認
識していればいいのですが、そうではないこ
ともあって、継続相談の際、電話をかけると
ころがわからなくて、本協会に「どこに電話
したらいいのか？」という問い合わせがあり、
「お住まいから多分ここだと思いますよ」とい
うことをお伝えしたりすることもあります。
消費者庁が「地方消費者行政強化作戦」と
いう言葉を使った時は、ちょっとびっくりし
て、「本気だな」と（笑）。国が自らそういう
名称を打ち出して行っているところは、他の
省庁であまり聞いたことがなかったので、こ
の取り組みについては高く評価しました。
政策目標の一つである消費生活相談窓口の

増田

太田

増田
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空白地帯が解消されたことは非常に大きいこ
とだと思いますが、問題はその窓口の質だと
思います。看板を掲げていればいいのかとい
うと、そうではなく、消費生活相談員がいる
ことが必須だと思います。
ただ、何もなかった自治体に常に看板がか
かっていれば、何かあったときに「あっ、役
所に相談窓口があった」と思い出していただ
いて、そこに連絡してくれる、そこで解決で
きなかったら、都道府県につなぐという、最
低限の役割を果たすことができると思います。
そういう意味では、相談体制の空白地帯解消
というのは大きな意味があると思います。
政策目標を高く掲げていて、高いがために
なかなか到達ができないのかなとは思います
が、見守りネットワークの設置がかなり遅れ
ていることと、消費者教育の協議会もまだ十
分ではないところが、課題だと思っています。

「188」のシンボルマークをつくった
り、キャラクターがあったり、国が率先して
生活者に対して、親近感を与えたり楽しませ
るようなアピールをされています。消費生活
センターの方の反応はどうでしょうか。

やはり消費者・生活者の方に知って
いただいてこそ、この制度が生きるというこ
とですので、消費者・生活者の目線に立って、
できるかぎりわかりやすい周知・広報に努め
ています。その主要な例の一つとして、イメ
ージキャラクター（イヤヤン）のバッジや着
ぐるみなどを活用してわかりやすい広報に努
めていますし、広報手段についてもWebや
SNSなど、あらゆる手段を活用して周知・広
報に努めているところです。
なお、先ほど増田理事長から、今後の強化
作戦の課題として、相談体制の質の向上です

司会

太田

村井　正素氏

とか見守りネットワークなどについてご指摘
がありましたが、それらについては強化作戦
の改定を検討しているところで、次の５年に
向けて、新たな作戦を策定することとしてい
ます。

今、行政のお話をいただきましたが、
ACAPという企業が集まった組織の代表とし
て、または一企業にお勤めの方という立場と
して、どのような影響を感じられましたか。ま
た消費生活センターと企業間にも変化はあっ
たでしょうか。

ACAPとして消費者への情報提供と
消費生活センターとの連携を

先ほど地方行政の体制強化のお話の
中で、「消費者問題の最前線は地方にある」と
いう言葉がありました。消費者庁が地方行政
を強化されたことで、全国隅々まで体制がで
き、さまざまなことが進んだと思いますが、最
も大きな点は、消費生活センターの役割が高
まったということではないかと思います。
ACAPの会員企業をはじめ多くの企業は、

司会

村井
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商品・サービスを全国販売されているところ
が多く、ご購入いただいて、何か不明点など
があった場合は、全国どこでもお問い合わせ
が発生することになります。企業としては、お
客様・消費者からのお問い合わせに対して、自
社のお問い合わせ窓口やコールセンターなど
を使って対応し、しっかりとご説明をして、ご
理解をいただき、場合によっては、例えば、地
方の組織の方や本社からお伺いして対応する、
ということがベースであると思います。
その中で、企業の説明などに納得されない
方とか、「ちょっと疑問だな」と思われ、客観
的なアドバイスを求められている皆様が、消
費生活センターとか「188」にお電話をされる
ケースも増えたものと思います。そういった
消費者のさまざまな疑問に答えられる「地元
にある」消費生活センターの役割というのは、
非常に高まっているのではないでしょうか。
企業としては、そういったお客様・消費者
への情報提供、わかりやすいご説明、ご理解
を求める工夫などをしていくことに加え、消
費生活センターの皆様にも、そういう努力と
か、「このように考えている」ということをお
伝えして、ご理解いただくことが重要だと考
えています。ご理解いただければ、可能な範
囲で、その内容を相談者にお伝えいただける
こともあるのではないかと思います。
それぞれの役割でお互いに必要なことは指
摘をしていただき、その環境を保ちながら、適
切に連携をして、多くの消費者の皆様にご理
解いただくような取り組みができればと考え
ています。消費生活センターから「消費者は
こういった点がわからない」というご意見を
いただくこともあり、それは大変重要だと思
います。

日立は昭和40年代から、本社や各地域の社
員の皆様と消費生活センターのコミュニケー
ションを進められていて、この『センター・
レポート』も非常に長い間発行されており、長
年の積み重ねに敬意を表します。その積み重
ねが、日立の消費者とのコミュニケーション
の良さにつながっているのではないかと感じ
ています。

消費者庁設立前の消費者問題は、
「企業対消費者」と対立的な図式があったと思
います。消費生活センターと企業の関係も、
今では相当違うと思いますが。

先ほど増田理事長からもお話があり
ましたが、社内でも、消費生活センターの役
割について、こういう法律でこういう形で取
り組まれていると答えるようにしています。
さらに、企業として、取り組んでいること
や考えていること、お客様のお考えに対して
対応していることを消費生活センターにきち
んと説明することが重要で、それで納得して
いただくとか、説得するということではなく、
まずはお伝えして、お客様への対応を一緒に
判断していくことが重要だと思う、とも話し
ています。そういう意味では、対立するもの
ではなくなっていると思います。

　以前は企業側も、消費生活センタ
ーからの問合せに構えるようなところが多分
にあったかと思います。ただ、今は、国の消
費者行政政策があり、そして法律があるので、
消費生活センターと企業が連携して問題を解
決する方向にあると思いますが。

やはり連携していくという形ですね。
お客様・消費者・相談者の方に対して、どん
なことができるのかということを一緒に考え
ていけるようになってきたと思います。

司会

村井

東海林

村井
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そうですね。私が相談員を始めた頃
は、企業に直接連絡をしていろいろ教えても
らうということは、ほとんどなかったですね。
でも、今は気軽に電話させていただいて、教
えていただいています。
商品やサービスが複雑になっていて、企業
に教えていただかないとわかりません。自分
がよく理解すれば、消費者にわかりやすく説
明することができるので、教えていただくと
いうことは、非常に重要なことですね。

　企業としても、連携をとることに
よって、そういった部分がお客様に伝わると
いう効果が出てきますよね。

ちょっと話は飛びますが、そういう
意味では「消費者志向経営」を消費者庁が打
ち出した時も、「国が言った」とちょっとびっ
くりしました（笑）。よい企業を国が評価して
サポートし、連携する。法律の規制でよしと
する時代ではなくなっているということの象
徴だと思います。

今後は、より一層、いい企業を社会
が認めてくださることになりますね。

　続きまして、「消費者市民社会の実
現に向けた連携」というテーマについて、少
しお話を進めたいと思います。
まず消費者基本法により、消費者政策の基
本理念は、消費者の「保護」から「自立」支
援に大きく転換してまいりました。自立を支
援するためには、「消費者教育」が重要であり
ます。消費者教育が提供されることが消費者
の権利であるという考えで、消費者教育推進
法が成立しました。
また消費者教育推進法では、初めて「消費
者市民社会」が定義され、消費者が主体的に
消費者市民社会の形成に関わることが重要で

増田

東海林

増田

司会

東海林

あると示されています。
消費者教育を推進していくことは、消費者
庁だけではなく、その他、府省庁の連携、ま
たは国と地方の連携、あるいは行政・地域・
職域の連携といった、タテヨコさまざまな形
でのつながりを持つことを推進すべき、とい
うことが書かれています。

消費者庁が行う消費者行政の柱の一
つである消費者教育が、消費者教育推進法で
明確になりました。
消費者教育は、学校にいる人だけではなく、
幼児期から高齢者まで各段階に応じた体系的
なものを行わなければいけない、と基本方針
に明記されました。そのためには、学校だけ
でなく、地域・職域など、さまざまな場と、さ
まざまな担い手、教育を受ける側、教育を伝
える側が必要になってきました。
消費者教育は、消費生活センターが地域の
核になって、そして主体となって連携して推
進しましょう、ということが消費者教育基本
法にうたわれています。増田様に伺います。
消費生活センターが拠点としての消費者教育、

司会

東海林　崇
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現在はどのような形で進んでいらっしゃるで
しょうか。

消費者教育の現状と課題

現状については、太田課長が一番よ
くご存じだとは思いますが、現場の感覚から
すると、地方自治体の自主財源が不足し財政
が非常に厳しい状況から、消費者教育に割く
時間や人員が少なくなっていますので、これ
から先心配であることは確かですね。
例えば、消費者教育をするときに、実際に
行うのが教員の方であれば、まずその教員の
方に対する消費者教育をしなくてはなりませ
ん。そのために時間がかかりますから、コー
ディネートしていただいて、消費生活センタ
ーの相談員が講師として出向いて、今ある教
材を使うのが一番簡易にできる方法だと思い
ます。

やはり学校教育の場は活用したいで
すね。

はい。学校に適切な講師を手配する
消費者教育コーディネーターの設置がまだ十
分ではありません。本来そのコーディネータ
ーはさまざまな方が担うべきですが、消費生
活相談をよく知っている消費生活相談員が担
うのが一番早いと思います。
ただ、消費者教育コーディネーターとして、
何らかの権限を与えていただいたり、立場を
明確にしていただかないと、役割を果たしづ
らいと思います。消費者教育コーディネータ
ーという行政の名刺を持って、学校に出向い
てコーディネートすることが非常に効果的だ
と思います。
一方で、消費者教育コーディネーターや講
師として出向くためには、消費生活相談員が

複数いないと相談現場が手薄になりますので、
人員確保が非常に大きな課題になっているの
ではないかと思います。

そうですね。消費者相談と、消費者
教育の両方とのことで、ますます役割が増え
ていらっしゃいますね。

そうですね。そのためには、地方交
付税を自治体が十分に活用できるのかという
問題と、国からの交付金による支援ということ
が、これからの大きな課題だと思っています。

相談員さんたちがひしひしと感じて
いる。

そうですね。
地方自治体自体の状況はいかがで

すか。
自治体は、消費生活相談自体は確保

しても、消費者教育が手薄になるのではない
かと心配です。

教育をしていくことが、大きい流れ
として消費者被害の減少にも繋がっていきま
すよね。

そうですね。今、『社会への扉』とい
う教材を使って全国展開をしていただいてい
て、文科省との連携も強化されましたので、今
年は、消費者教育の進み方が去年よりずっと
速いと思っています。ただ、消費者教育を受
けないまま社会に出てしまった方たちもいま
す。大学生や新入社員、さらには社会人に対
する消費者教育は、私どもの団体や自治体が
しっかり協力していかなくてはいけないかな
と思います。

ありがとうございます。
消費者教育については、企業も注力してい
るテーマだと思います。ACAPとしては、消
費者教育を、以前からさまざまな形で実行さ

増田

司会

増田

司会

増田

司会

増田

司会

増田

司会

増田

司会
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れていらっしゃると思います。その活動につ
いてぜひ教えていただけますか。

ACAPの「消費者教育」を支援する取り組み

ACAPでは、消費者教育推進法の施
行を受けて、2014年に基本方針を定めました。
その中で、基本的には、地方公共団体、行政
機関、さまざまな団体が行われる消費者教育
の場に、企業の立場からの情報を提供して、学
校、地域社会、職域での「消費者教育」を支
援する取り組みを進めています。
学校という点では、まず大学との連携講座、
児童を対象とした講座への講師派遣をしてい
ます。例えば、今年度、大学講座では単位認
定講座で約45コマを実施予定です。その中で
は、企業の消費者志向の取り組みについて具
体例を交えて話をするとともに、SDGsへの
取り組みなどについても学んでいただけるよ
うにしています。また、主に小学校の教員の
皆様への支援という観点から、当会のホーム
ページに、会員各社のバーチャル工場（施設）
見学というコンテンツを設けており、学校や
家庭などにおいて、モノづくりの様子等をご
覧いただけるようにしています。
地域社会という点では、行政機関等で実施
している消費生活展などに参加協力していま
す。各企業の「消費者の声を活かした製品」
の取り組みパネルを作成し、当該製品とあわ
せて展示をしています。会員企業が、消費者
から寄せられた実際の声をどのように製品や
サービスの改善・改良等に活かしているかを
紹介しています。
また、消費生活センター、教育機関のご協
力のもと、「ACAP消費者啓発資料常設展示
コーナー」を全国51カ所につくらせていただ

村井

いており、当会や会員企業が作成する消費者
啓発資料を展示配布しています。自由にお持
ち帰りいただけるようにしており、暮らしに
役立つ知識と情報を皆様にお伝えできるよう
にしています。
最後に職域ですが、企業の従業員への消費
者教育という観点もあると思いますので、そ
れを支援するために、当会ホームページに専
用ページを設けています。例えば、製品・サ
ービスの安全・安心に関する資料とか、全国
消費生活相談員協会がつくられているような
契約・悪質商法の被害防止などの資料、出前
講座、消費生活に関する資格の案内といった
ものを掲載しています。この取り組みはまだ
まだこれからであり、更に充実させていきた
いと考えています。
これらの他に、当会の独自の取り組みとし
て、1985年から、ACAP消費者問題に関する
「わたしの提言」と題した論文を募集していま
す。課題解決に向け、消費者自らが考える機
会提供とし、最優秀賞には「内閣府特命担当
大臣賞」を授与しています。いろいろなアイ

＜司会＞  小柳　雅子
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デア、取り組みを読ませていただくことは非
常に参考になります。また、その審査には、消
費者庁と全国消費生活相談員協会にはいつも
お世話になっております。
2015年からは、応募資格に中学生を加え、

「消費生活に関する作文コンクール」を実施
しています。中学生の皆様の視点は新鮮で、
非常に多くのことを学ばせていただいてい
ます。

消費者教育について、消費者庁とし
ては今後どのように進めていくのでしょうか。

消費者庁の消費者教育への取り組み

現行の消費者基本法では、従来から
の「消費者保護」から「消費者の自立支援」
に政策の重点が置かれており、自立した消費
者を育成するための重要な政策手段として、
消費者教育や啓発への取り組みが強化されて
います。
他方、消費者教育というのは、幅広いライ
フステージにおいて必要なものでありまして、
学校教育のみならず、地域や職域といったさ
まざまなところで行っていく必要があります。
このため、行政だけでなく、さまざまな関係
者の皆様による「連携」が重要なキーワード
になると思います。
取り組みの柱はいくつかあるわけですが、優
先順位の高い課題としてあげられるのは若者
への消費者教育です。2022年４月から成年年
齢の引き下げが行われますが、それに向けて
若者への消費者教育の取り組みを強化するこ
とが求められています。
このため、2016年度に消費者教育推進会議
のワーキング・グループなどでもご議論いた
だきまして、高校生向けの消費者教育教材

『社会への扉』を作成しました。
さらに2018年度に、若年者への消費者教育
の推進に関するアクションプログラムを策定
し、2020年度までの３年間を集中強化期間と
位置づけて、全ての都道府県において『社会
への扉』を活用した授業が行われること、消
費者教育コーディネーターを育成・配置して
いくことなどの具体的な目標を掲げて取り組
みを進めているところです。
さらに地域での取り組みも重要であること
から、国・地方の連携により取り組みを推進
しております。特に、消費者教育は教育関係
者との連携が重要ですので、全国の消費者行
政部門と、教育委員会をはじめとした教育部
局、学校の教員の皆様、さらに地域の消費者
問題の専門家である相談員さん、消費者団体
にも加わっていただいたり、あるいは弁護士
等の専門家の方々、地域の事業者の皆様等々、
さまざまな関係者参加していただいりしなが
ら、その連携により取り組みを進めていると
ころです。
また各地域に消費者教育推進地域協議会を
設置し、それを核として地域での消費者教育
に係る関係者間の連携強化を進めておりまし
て、引き続きこうした形で消費者教育をしっ
かりと進めていくこととしております。

ありがとうございます。ぜひ消費者
庁の強力なバックアップで消費者教育も進め
ていただきたいと思います。
「よりよい社会をつくっていくために」とい
う目標は、皆同じだと思います。そのために
は、消費者の意見が消費者政策にきちんと反
映されなければいけないと思いますし、その
考えのもとに、消費者庁は10年間政策を進め
てこられたと思います。消費者庁として、「連

司会
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携」という意識は、どのように生まれて、進
めてきたのでしょうか。

関係者の連携による消費者行政の推進

消費者問題の多様化・複雑化が進む
中で、消費者行政が担うべき課題は非常に増
えてきています。そうした中で、消費者の意
見を政策の中にしっかり反映していくことが
必要です。
また消費者行政の体制面で申しますと、現
下の財政難の中で、消費者行政に投入できる
人的・財政的な資源には制約があるので、行
政だけで何でもやるというのはあまり有効で
ないということで、ここでも「連携」がキー
ワードになります。消費者団体や事業者団体
など関係者の皆様のご協力をいただきながら
取り組みを進めていくことが有効ですし、そ
ういった傾向は今後ますます強まっていくの
だろうと思います。
こうした中で、消費者団体は、これまでも
積極的に活動されてきているわけですが、消
費者の声を集約していただいて、行政機関で
はなかなか手が届かないような消費者の利益
にも、よく耳を傾けているなど、非常にきめ
細かな活動をしていただいています。引き続
き、消費者団体や、あるいは消費者団体以外
でも、関連する新たな取り組みを行う団体の
皆様とも積極的に連携して取り組みを進めて
いくことが重要だと考えています。
さらに事業者・事業者団体においても、こ
ういった消費者の利益に資するような活動は
積極的に取り組んでいただいていまして、
ACAPさんはその代表格ではないかと思いま
すが、私ども行政としても、消費者支援に積
極的に取り組む事業者・事業者団体の皆様と

各種の連携・協力をさせていただいていると
ころです。
これをさらに強化するために、先ほども少
しお話が出ましたが、2016年に事業者団体、消
費者団体、それから行政機関として消費者庁
からなる推進組織（プラットフォーム）を設
置して消費者志向経営（愛称：「サステナブル
経営」）の取り組みを推進しています。現時点
で参加事業者数は111社ということで、これか
らまだまだ増やしていく必要があると思って
いますが、そういった形で、事業者の消費者
志向の取り組みの普及・促進を図っていくこ
ととしています。
消費者志向経営は、事業者に消費者政策へ
の協力をしていただくという意味で、非常に
有効な取り組みだと思っております。今後も
推進組織の活動や、あるいは昨年度から消費
者志向経営の優良事例表彰を始めていますが、
そういった事業者のすばらしい取り組みを消
費者・事業者の双方に知っていただいて、積
極的に応援していく、あるいはいい意味で真
似をしていただくということで取り組みを進
めておりまして、これを日本の企業社会全体
に広く普及していきたいと考えています。
先ほど「消費者庁設置以前の消費者と事業
者の関係は、対立的だったのではないか」と
いうお話がありました。そういった面がまっ
たくない訳ではありませんが、実際の社会生
活の中では、消費者と事業者との間で利益が
一致する面も非常に多いのではないかと思い
ます。消費者行政の推進を通じて健全な市場
を実現していく、あるいは消費者の安全・安
心を確保して経済の好循環につなげていくこ
とは、多くの良識的な消費者・事業者の双方
にとって、非常に重要な共通価値であるとい

太田
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うことです。
今、SDGsの実現が叫ばれていますが、事
業者・消費者の双方にとって共通の利益とな
るような目標は幅広く存在していると考えて
います。こういった共通価値を実現していき、
さらに拡大していくといった形で、消費者・
事業者・行政間の信頼向上、WIN-WINの関
係、「三方よし」の関係を築いていくことが必
要ではないかと思います。
先ほど消費者行政の手法として、規制的な
手法に関する議論もありました。もちろん、そ
ういった法律上の規制は引続き必要ですが、
課題によっては、支援的な手法ですとか、関
係者間の連携・協働の促進といった行政手法
が、より有効となる場面が今後増えてくるの
ではないかと思います。こうした観点からも、
今後、消費者・事業者・行政間の連携・協力
関係を大きく育てていきたいと考えていると
ころです。

ありがとうございます。
ACAPとしては、どのような連携や協力を
されてきたのか、またこれからどのような連
携を考えていらっしゃるのでしょうか。

消費者によりよいものをお届けしてい
くために行政・消費者・企業が連携を

行政・消費者・企業が、それぞれの
立場から、それぞれの役割を果たしつつ、お
互いに理解をして、ともに高め合っていくこ
とは不可欠なことであり、何よりもお客様・
消費者によりよいものをお届けしていくため
に、しっかりと連携をさせていただきたいと
思います。
ACAPの設立は1980年で、初代の理事長は、
日立からの会員です。最初にこれだけの企業

司会
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の連携団体をつくられたことは、本当に敬意
を表します。当初から会員間のコミュニケー
ションとともに、行政の皆様、消費者団体の
皆様との意見交換に取り組まれていました。
例会やさまざまなセミナー、研修での講演な
どを通じて、会員が理解を深め、知識を高め
て、それを自分の企業に持ち帰り、自社内で
のさらなる向上に活用し、更に高めていくと
いう活動が行われており、その連携は、ずっ
と継続されています。
消費者庁とは、数年前から、消費者志向経
営トップセミナーや、幹部の皆様と会員企業
の役員との懇談会も行わせていただいていま
す。会員及びその所属部署だけでなく、経営
層とも共有して、より高めていくための連携
をさせていただいています。
また、消費者とのコミュニケーションのベ
ースには、全国消費生活相談員協会との意見
交換で得ることが大変役立っており、長く、緊
密な連携をさせていただいています。
さらに、消費者志向経営推進組織では、三
者が集まって、「持続可能で望ましい社会の構
築」という共通のテーマ、目標に向かって議
論して取り組んでいます。開始当時、ACAP
の一会員として、すごい取り組みだと思い、大
変な意義があることだと思いました。
消費者志向自主宣言・フォローアップ活動
の中では、消費者に対する具体的な行動とし
て、消費者への情報提供の充実、双方向の情
報交換、消費者、社会の要望を踏まえた商
品・サービスの改善・開発が柱になっていま
して、まさにそれは、今、企業の中でも、ま
た我々ACAPでも、重視しているポイントだ
と思います。そういったところで、行政の皆
様からの視点、消費者団体の皆様からの視点、
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消費者の視点などを伺えることは本当に重要
ですので、より一層こういった連携を深めさ
せていただけたらよいと考えています。

ACAPとして熱いお言葉をいただき
ました。
増田様、連携・協力は、増えてきたと思い
ますが、全相協としてどのようなメリットが
あるのでしょうか。また今後「このようなこ
とがしたいんだ」というお考えがあったら、教
えていただけますか。

消費者トラブルに遭わないためのサポート

本協会は設立40年を超えましたが、
設立当時から事業者・事業者団体と連携して
きました。それは、相談現場で非常に効果的
なことです。
消費生活相談員の多くは、非常勤の公務員
ですので、消費生活センターの消費生活相談
員として、事業者の方と交流を深めることは
なかなかしにくいと思います。でも、本協会
の団体の会員として、交流会に参加したり、事
業者の方から研修を受けたりすることがあり
ます。それによって、企業努力、あるいは事
業者団体の自主規制などを知ることができま
す。そうした情報を踏まえて消費者の方に助
言をすることは、大変有効だと思います。
それでもなお、大手の企業でも違反行為や、
あるいは法律違反ではないけれど自主規制違
反があります。本来めざしている企業努力や
自主規制を知っていれば、それを指摘するこ
ともできるわけです。また、事業者の方には、
消費生活センターは、消費者と事業者の格差
を埋める役割とともに、公平中立であること
を理解していただく機会になります。
そういう意味で、私たちの活動は以前も今

も有効だと思っています。
本協会として、これから特にやっていきた
いことは、事業者の社員の方に対する消費者
教育のサポートです。先ほどお伝えしたとお
り、消費者教育を受けないまま会社に勤めて
しまった方に対して、社員であっても一生涯、
消費者であるということから、生涯にわたっ
て消費者トラブルに遭わないためのサポート
という目的の他、常に消費者としての考え・
立場を忘れずに業務を実施していただきたい。
そういうことを期待しています。
もう一点は、今年度から全相協セミナーを
始めています。さまざまな方にご協力いただ
き、簡易な方法で、多くの方に情報提供をし
ていきたいと思っています。
最近は、企業をリタイアされた方が消費生
活センターに勤務することも全国的に増えて
きています。そういう方は資格を持ち知識は
あるけれど、やはりそれまでの立ち位置が異
なると思いますので、いわゆる消費生活相談
員としてのマインド、私どもの考えているマ
インドをお伝えすることも本協会の役目だと
考えています。先日、そのための公開講座を
実施しました。この２つを今年度は強化して
いきたいと思っています。

企業をリタイアした人で、今度は消
費者視点を研ぎ澄ませようと、勉強する人が
大勢いるのでしょうね。

　生涯、消費者ではあり続けるわけ
ですから。

自社の話ですが、社内研修などで「あ
なたも消費者ですよね」ということを感じて
いただくことは、それぞれの業務にもすごく
役立ちますね。

ありがとうございます。

司会

増田
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村井
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最後になりますが、「今後の消費者行政に向
けて」ということで、一言ずついただきたい
と思います。

真に頼りにされる消費者行政の実現

設置から10年ということで、まだま
だ若い組織ではありますが、非常に中身の
濃い10年であったのではないかと思います。
例えば、消費者行政の体制整備や消費者関
連法の整備など、多くの懸案事項について、
一定の成果は上げてきたのではないかと思
います。
ただ、それを上回るような勢いで新たな課
題が出てくるという中で、小さな組織ですの
で、なかなか十分に対応しきれない面もあ
ったと思います。関係者の皆様からお叱り
を受けたりすることもございましたが、こ
れを激励として受けとめて、今後もこうし
た諸課題にしっかり対応していきたいと考
えております。
現行の消費者基本計画は今年度末で終了す
ることとなっており、新たに2020～2024年度
を対象期間とする第４期の計画の策定をする
ということで、現在、消費者庁内で検討を進
めているところです。この中で、次の５年、10
年に向けた新たな政策を盛り込んでいくとい
うことになりますが、高度情報化やさらなる
高齢化・国際化等に伴う新たな消費者問題な
ど、さまざまな課題が山積しています。これ
までの10年間の取り組みをしっかり検証し、さ
らに新しい課題をしっかり検討した上で、次
の５年、10年に向けて消費者政策を着実に推
進していけるような計画を策定することが重
要と考えています。
消費者庁は、この９月に10周年ということ

ですが、企業でいうと創業期を終えて、次の
段階の成長期の局面に入ったところです。創
業期は、立ち上げのときの勢いですとか、周
りの方々からのさまざまなご支援により、発
展していくことが可能でしたが、成長期にお
いては、自分の力で進路を切り拓いていくこ
とが求められます。ここでどれだけ頑張れる
かが、今後の消費者政策の発展を大きく左右
することになるのではないかと考えておりま
す。そのような意味において、消費者庁、消
費者政策にとって正念場なのではないかと思
います。
こうした中で、消費者政策のさらなる充
実・発展をめざすためには、政策の企画・立
案能力を高めていくことのほか、消費者・事
業者の皆様ともしっかりとコミュニケーショ
ンをとって、消費者行政に対する関係者の皆
様のご理解やご支援をいただいていくことが
不可欠です。そのためにも、消費者政策の推
進による具体的なメリットをわかりやすくお
伝えしていくことを通じて、関係者の皆様の
ご理解を高めていく。このような取り組みを
通じて、国民・消費者の皆様にとって、身近
で、真に頼りにされる消費者行政を実現して
いきたいと考えているところです。
まだまだ課題が多く、不十分な面も多いで
すが、皆様のご理解、ご協力をいただきなが
ら、ご期待にこたえられるような消費者行政
を築いていきたいと考えております。

では、村井様から一言お願いします。
私どもACAPとして一番の軸は、そ

れぞれの企業が進む方向性を定めることにし
っかりと貢献していくことだと思います。方
向性を決めるために重要なのは、消費者の皆
様とのコミュニケーションで、視線を合わせ

太田
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るということであると考えており、その役割
をしっかりと果たしてまいりたいと思います。
それぞれの企業の本業の中にそれを活かして
いくことを通じて、SDGs達成への貢献も行
っていく。さらにそれが、先ほどのサステナ
ブル経営、持続可能な社会につながっていく
と考えています。
消費者庁には、これまでと同じく、消費者
と企業とのコミュニケーションを具体的に進
めるにあたって、中立的観点、消費者政策全
体の観点から、さまざまな形でご支援をいた
だければと考えています。
また、先ほどのような取り組みを継続され
ている中に、私どももしっかりと協力や連携
をさせていただいて、全国消費生活相談員協
会のような消費者団体も含め、三者しっかり
と手を組んで、よりよい社会に向けて貢献さ
せていただきたいと思います。

増田様からも一言いただけますか。

消費生活相談員の質の向上をめざして

本協会の会員向けに実施した実態調
査から、今、一番懸念されるのは「地方消費
者行政の弱体化」です。これまでの消費者行
政とは異なり、広い範囲でのテーマについて、
消費生活センターが対応すべきと示されたり、
高齢者、障害者、成年年齢引き下げによる若
年層、訪日外国人など、本当にきめ細かく対
応することが求められています。
それらについて、個々の自治体の力ではと
ても無理だと思います。また、消費者庁が設
立される前から今に至っても、高齢者被害は
なくなっていません。国が求めていることに、
現場がまだまだ追いついてないという感じが
どうしても否めません。ですので、その辺に

ついてはしっかりご支援いただきたいと思い
ます。
もう一点は、消費者志向経営ということで、
大企業がさまざまに自主規制をしてくださっ
ていることは大変ありがたいことですが、中
小の企業に対しての波及効果はまだ十分では
ないと思います。また海外の事業者に対して
は、国としてガイドラインで示していただく
ことが、今とても必要な状況にあるのではな
いかと思います。この２点について消費者庁
への要望としたいと思います。
協会としては、今お伝えしたとおり、これ
までの消費生活相談の枠組みを超えたさまざ
まな対応が迫られていますので、相談員の意
識も変えていかなくてはいけないと思ってい
ます。ワンストップ型の窓口という機能もど
うしても必要になってきますので、消費生活
相談という枠組みだけではなくて、住民サー
ビスという気持ちで対応すべきところもあろ
うかと思います。
そして、何より消費生活相談員の質の向上
を、引き続きめざしていきます。消費生活セ
ンターから発信するSDGsというテーマで、以
前に日立で座談会をしていただきましたが、そ
れを担うための相談員の研修もやっていきた
いと思っています。

消費者庁設立10年とのことで、皆様
からいろいろお話しいただきました。今後一
層、国のリーダーシップが大事だということ、
企業・行政・生活者自身も一緒になって進ん
でいかなければと、改めて感じました。
本日は、貴重なお話を本当にありがとうご
ざいました。これで座談会を終了いたします。
ありがとうございました。 
    　　      （2019年８月５日開催）

司会

増田

司会
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消費者庁設立10周年を迎えて
～消費者行政の10年と今後～

消費者庁参事官（調査・物価等担当）付

曽田　竜市

消費者庁は、2019年９月に設立から10周年
を迎えました。令和元年版消費者白書（同年
６月公表）では「消費者庁及び消費者委員会
設立10年」を特集し、この10年間の取組を振
り返り、その成果と課題を明らかにするとと
もに、消費者政策の今後の展望を示していま
す。本稿では、消費者政策への評価と、今後
の展望を中心に紹介します。（消費者白書は
消費者庁ウェブサイトにて公表していますの
で、是非ご覧ください。）

１．消費者庁の設置と消費者行政

日本では、社会経済の情報化や国際化、急
速な高齢化に伴い、消費生活の質的変化が進
みました。その結果、消費者問題の多様化・
複雑化が指摘されるようになりました。
特に、2000年代半ばには、各府省庁縦割り
の仕組みの下で行われてきた消費者の保護で
は対応することのできない「すき間事案」が
生じるなど、適切に対応することが困難な状
況も発生しました。例えば、いわゆる食品偽
装問題や中国産冷凍餃子事件、高齢者を狙っ
た悪質商法による被害の増加等、消費者に大
きな不安をもたらす消費者問題が多数発生し
たことから、国民の安全・安心を確保するた
めに消費者行政の在り方も大きな転換が求め
られました。
このような状況を踏まえ、各府省庁の所管
分野にまたがる事案に対して、消費者行政の
「司令塔」として機能し、各行政機関の権限の

円滑な調整を行い、必要な事案に対しては、自
ら迅速に対応する、国民一人一人の立場に立
った新たな組織の設立が求められ、消費者庁
が設置されました。
本白書では、これまでの消費者庁の取組を、
設置時に求められた役割を踏まえ、以下の６
つの機能別に概観しています。
（１）消費者行政の一元化
（２）地方消費者行政の充実及び消費生活相談
体制の整備

（３）府省庁横断的な消費者政策の一体的推進
（４）消費者市民社会の実現に向けた取組
（５）消費者の意見を消費者政策に反映させる
仕組み

（６）消費生活のみならず産業活動の活性化

２．消費者庁の取組の評価と課題

消費者庁では、消費者の日常生活における
意識や行動等を把握し、消費者政策の企画立
案にいかすことを目的として、毎年「消費者
意識基本調査」を実施しています。本白書で
は、その結果から、消費者からみて消費者政
策の目標がどの程度実現していると考えられ
ているのかを考察しています。
「自身を取り巻く消費生活に関する状況」を
消費者はどのように受け止めて評価している
か、同調査を開始した2012年度と2018年度の
結果を比較すると、「当てはまる」（「かなり当
てはまる」＋「ある程度当てはまる」）という
肯定的な回答の割合は、「相談窓口は信頼でき
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る」を始めとする多くの項目で増加傾向とな
っていますが、低い水準にとどまっている「行
政からの情報提供・啓発がなされている」等
の面で課題も存在することが分かります（図
表１）。

の整備」、「悪質商法等の消費者の財
産に関わる被害についての情報発
信」、「消費者の生命・身体に関する
事故の原因調査」、「偽装表示や誇大
広告等、商品やサービスについての
不当な表示の規制」、「消費者の生
命・身体の安全に関する情報発信」
については、過半数の人が肯定的な
評価（「十分な取組がなされている」
＋「ある程度取組がなされている」）
をしている一方、３割以下にとどま
る取組もありました。消費者政策は
消費者に認知されてこそ意味があり、

また、消費者庁による主な取
組の認知度は、2012年度調査と
2018年度調査を比較すると、い
ずれも大きく増加しており、約
10年間取り組んできたことが消
費者に浸透しつつあることが分
かります。一方で、「いずれも知
らなかった」との回答も４割近
くに上っており、消費者庁の
個々の取組が必ずしも多くの消
費者に認識されていないことが
うかがえます（図表２）。
さらに、消費者庁が推進して
きた上記の取組を知っていると
回答した消費者に対して、その
取組をどのように評価するかを
聞いたところ、「食品表示ルール

評価の対象となることから、消費者庁が推進
している取組について、効果的な周知・広報
の在り方を検討するとともに、より多くの消
費者に認知されるような工夫をすることが必
要といえます。

【図表１　消費者を取り巻く状況について】

【図表２　消費者庁の取組で知っていること】
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３．消費者行政の今後の展望

この10年間で、消費者政策は一定の成果を
上げてきたといえますが、設置時に求められ
た役割及び近年の社会経済情勢の変化を踏ま
えた課題も多く残っています。
この30年余りで、情報通信インフラの整備
等により、インターネットは急速に普及し、そ
の利用率は８割を超えるなど、消費者にとっ
て身近な存在になっています。消費者間（C 
to C）における取引市場の基盤となるプラッ
トフォームの発展により、デジタル市場での
シェアリング・エコノミー取引も活発に行わ
れるようになりました。こうした新たなビジ
ネスモデルの登場により、消費者の利便性は
ますます高まっていますが、他方で新たな消
費者問題も今後生じることが考えられます。
また、消費者が国境を越えた取引を直接行う

ことがますます身近になっており、海外事業者
とのトラブルの増加が予想されます。さらに、訪
日外国人や日本に在留する外国人の増加を背景
に、消費者問題の国際化も進んでいます。
加えて、高齢化の度合いが更に加速し、核
家族化、単身世帯の増加等の世帯構成の多様

今後の主要な課題として、①新技術を活用
した新たなビジネスモデルへの対応、②消費
者問題の国際化への対応、③人口・世帯構成
の変化と消費者トラブルに巻き込まれやすい
消費者の増加等への対応に加えて、④持続可
能な開発目標（SDGs）の実現に向けた貢献等
が挙げられます。
人的・財源的制約の中で、政策効果を最大
限に高め、複雑な課題を解決していくために
は、政策の優先順位付け、政策手段の割当て
の最適化や施策間の連携、他の関係機関・団
体等との連携・協力、関係団体等の積極的な
協力を引き出すためのインセンティブの活用
等、消費者政策を実施する上での行政手法を
工夫していくことが必要です。
今後の消費者行政においては、従来の①規
制的手法、②支援的手法の他、③協働促進的
手法を適切に組み合わせることにより、消費
者政策による効果を向上させていくことが必
要であるといえます（図表３）。
消費者政策の更なる充実・発展のためには、
消費者、事業者、行政それぞれが安全・安心
な市場の形成という共通の目標を設定し、相
互に理解し合い、積極的に連携・協働してい
くことが不可欠です。化、経済的格差の拡大、地方の過疎

化等が進んでおり、単身高齢者や障
害者、貧困世帯等を中心に自立して
消費生活を送ることが困難な消費者
に対する保護の在り方が課題となっ
ています。
このように、高度情報化、国際化、
高齢化の傾向は今後も続くと考えら
れることから、これらに起因する課
題に対応していくことが求められま
す。

【図表３　消費者政策における行政手法の類型】
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消費者庁創設後の消費者行政への評価と課題

大東文化大学副学長／経済学部教授

中村　年春

はじめに

消費者庁が2009年９月１日に誕生し、この９
月１日で10周年を迎えます。消費者庁は、それ
まで産業の保護・育成を主な目的として各府省
庁が各種の事業法に基づき所管する分野ごと
に、いわゆる「縦割り行政」のもとで付随的に
行われてきた消費者保護に関わる施策（行政）
を、消費者・生活者の視点に立つ行政への転
換を図るとともに、縦割りとなっていた消費者
行政を統一的・一元的に推進するための舵取り
役となることが期待されて設置されました。
そのような中で、消費者の安全の確保（製
品の安全、食品の安全）、表示の適正化と法執
行の強化、悪質事業者の取り締り（不適切な
事案処理もあったが）、消費者志向経営の推進
に関する取り組み、消費者教育への取り組み
など、一定の成果や実績を上げて評価できる
部分も多くありますが、それ以上に課題が山
積しているというのが実感であり、発足時の
期待が大きかった分、やや失望感が否めませ
ん。そこで、本稿では消費者庁の取り組みに
対する若干の評価と課題について論及します。

　消費者庁設置の意義及び役割

消費者庁の取り組みに対する評価に言及す
る前に、消費者庁がどのような背景の下で誕
生し、どのような役割を担うことが期待され
ていたかについて述べます。
1960年代に入り、経済の高度成長に伴い、大

量生産・大量消費の社会（いわゆる大衆消費社
会）が出現すると、消費者の財産や生命・健
康・安全を脅かす深刻な消費者被害が頻発し
て、これが社会問題化し、消費者問題として意
識されました。このような状況に対して、国
（政府）は1965年に、経済企画庁に消費者行政
を担当する「国民生活局」を、消費者政策等を
審議するための「国民生活審議会」（内閣総理
大臣の諮問機関）をそれぞれ設置し、また1968
年５月には消費者保護基本法を制定して、消費
者保護に関する施策（消費者保護施策）の基
本的な枠組みを定めました。さらに翌69年３月
には地方自治法が改正され、「消費者の保護」
が地方公共団体の固有事務となったことに伴
い、消費者行政担当部局の設置と地域の実情に
照らした施策を講じるための消費生活条例の制
定が各地で相次ぎ、国及び地方公共団体にお
ける消費者行政が本格的に展開されました。
その後、80年代から90年代にかけて長期に
わたる低成長・経済不況が続く中で、広範な
規制緩和の進行と事業者の競争の激化を背景
に、従来からあった消費者被害に加えて、欠
陥商品による死亡事故、金融サービスや消費
者信用取引その他の消費者取引・契約に関わ
る新たな消費者問題が多発しました。さらに
2000年代に入ると、食品偽装や中国産冷凍餃
子の問題、悪質商法による被害の増加など、
消費者に大きな不安を与える消費者問題が数
多く発生し、消費者の安全・安心を確保する
ための消費者行政の在り方が問われることに
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なります。そこで、まず2004年５月に消費者
基本法が成立、同年６月に公布・施行され、消
費者政策の抜本的な見直しが行われました。
次に、これまでの縦割り行政の弊害を解消す
るため、各行政機関の権限の円滑な調整を行
うとともに、消費者行政を一元的に担う司令
塔の設置が求められ、09年５月にいわゆる「消
費者庁設置関連三法」が成立、６月５日公布、
９月１日に施行され、消費者庁と消費者委員
会が新しい行政組織として誕生しました。そ
れまで各府省庁に跨っていた消費者保護施策
を消費者庁に一元化する（消費者行政の一元
化）という、これまでの行政のパラダイム（価
値規範）を転換する画期的な出来事であり、こ
れによりわが国の消費者政策・消費者行政は、
新たなステージを迎えました。
このように、消費者庁は、消費者が安全に
安心して消費生活を送ることができるよう、国
（政府）の消費者行政全般に係る司令塔として
強い権限を持ち、それを適切に行使するとい
う重要な役割を担う行政組織として生まれま
した。具体的には、①消費者関連法令を幅広
く所管し、それらを適切に執行すること、②
各府省庁、国民生活センター、各地の消費生
活センターなどが把握した消費者事故等に関
する情報を一元的に集約、調査・分析して、そ
れらを迅速に発信し消費者に注意を喚起する
こと、③各府省庁に対し措置要求を行うとと
もに、いわゆる「すき間事案」には自ら事業
者に対して勧告等を行い、迅速な被害の拡大
防止、再発防止などに努めること、④各府省
庁の施策の総合調整を行うことなどです。

消費者庁の取り組みに対する評価と課題

消費者庁創設後の消費者政策・消費者行政

の展開から、消費者庁による各種施策の企
画・立案及びその取り組みの状況をみると、
「はじめに」で触れたように評価すべき成果や
実績が多々あります。しかし、消費者庁の守
備範囲が広範に及んでいる分だけ、積み残さ
れた課題も山積しているというのが実態です。
紙幅の制約から、ここでは以下の二点に絞っ
て述べます。
１．消費者行政の一元化を推進する体制の整備

消費者庁設置関連三法が成立後、消費者庁
及び消費者委員会設置法に定められた所掌事
務を遂行するための体制の整備が進みました。
消費者行政を強力に推進するために消費者担
当大臣（内閣府特命担当大臣（消費者））を必
置とし、消費者行政全般に対して監視機能等
を持ち、消費者の利益の擁護・増進に関する
基本的な政策等について、内閣総理大臣や関
係大臣等に建議する権限等を有する消費者委
員会を内閣府に置き、さらには消費者事故等
に関する情報を一元的に集約、調査・分析し、
迅速に情報発信する消費者安全調査委員会や、
消費者教育を総合的・体系的・効果的に推進
するための情報の交換及び調整を行う消費者
教育推進会議を設置するなど、推進体制の拡
充が進んでいます。また国民生活センターや
地方公共団体の消費生活センター・消費者相
談窓口との関係の構築及び強化、各府省庁と
連携した取り組みや施策の調整が進むなど、
一定の評価ができます。
一方で、消費者庁は、何よりもまずこれま
での縦割り行政の弊害を解消し、消費者行政
の一元化を実現することが最大の任務であり、
そのためには強力な権限とそれを担保する組
織・人員・予算等を備えたものでなければな
らないはずなのに、創設から10年経った現在
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でも、発足時とさほど大きく変わっていませ
ん。行政組織の肥大化を避けることは当然で
すが、発足時から機構の上では１課増えて９
課に、職員数ではおよそ160名増の361名に、予
算額では30億円余り増えて約122億円（いずれ
も2019年度）で、担わされている役割の重要
性を考えれば、いかにも不十分な体制が続い
ていると言えます。
また、2017年７月に徳島県に開設された「消
費者行政新未来創造オフィス」については、賛
否両論があることは承知していますが、もと
もと消費者行政上の必要性から生まれたもの
ではないうえに、他省庁と比べても小規模な
行政組織である消費者庁があえて地方に事務
所を構え、本庁機能の一部を移転することの
有用性がどこにあるのか理解し難いところで
す。偶然、この小論を執筆中に消費者担当大
臣が2020年４月に「消費者庁新未来創造戦略
本部」を徳島市に新設し、試行的につくった
拠点を拡充し、恒常的な組織として政策研究
や国際業務を担わせることを発表しました。
筆者は、本庁以外に拠点がなく、またブラン
チも持たない消費者庁は自治体とのネットワ
ークをもっと強固にし、地方消費者行政の充
実・強化に予算を割くことの方がはるかに有
益であると考えています。新未来創造オフィ
スや新未来創造戦略本部の新設に関しては、
あまり評価していません。
２．地方消費者行政の充実及び相談体制の整

備のための財政支援

消費者庁創設当初は、自治体の財政難を
背景とした長年にわたる地方消費者行政の
縮小傾向に歯止めをかけて、一定の水準へ
底上げを図ることが喫緊の課題でした。そ
こで、2008年度に地方消費者行政活性化交

付金による地方への財政支援が開始され、各
都道府県に「地方消費者行政活性化基金」
を創設、それは主に消費者教育・啓発事業、
相談員の配置・増員等の人件費、消費生活
センターや消費者相談窓口の設置などの体
制整備事業に活用され、大きな効果を生み
ました。2014年度からは、これが地方消費
者行政推進交付金に移行し、17年度まで、消
費生活センターの設置や消費生活相談員の
増加など、地方消費者行政の充実及び相談
体制の整備に充てられてきました。さらに
この推進交付金は、2018年度から地方消費
者行政強化交付金に移行し、これまで整備
してきた消費生活相談体制の維持・充実の
ための事業支援に引き継がれました。同時
に、各自治体が安定した取り組みができる
よう、消費者行政の推進に係る地方交付税
措置が2008年度の約90億円から18年度には
約270億円まで増額されています。このよう
に2008年度から始まった地方への財政支援
は、縮小傾向にあった地方消費者行政を活
性させ、その充実と消費生活相談体制の整
備に寄与したことは紛れもない事実であり、
その点は大いに評価すべきです。
問題は、2018年度からの強化交付金への移
行に伴って、交付金額が大幅に減額され、な
かでも推進交付金の後継措置である「推進交
付事業」の額が減らされていることです（18
年度が21億円、19年度が19億円）。これまで消
費生活センターの増強に努めてきた自治体が、
財政支援の終了とともに相談体制を以前の状
態に戻してしまうなど、このままだと地方消
費者行政の核心の部分が後退してしまうおそ
れがあります。国には安定的な財政支援の継
続が強く求められています。
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大分県消費生活・男女共同参画プラザの紹介

大分県消費生活・男女共同参画プラザ 所長　

石松　久典

１． 大分県消費生活・男女共同参画
プラザの概要

大分県は「アジアの玄関口」である九州北
東部に位置し、18 市町村から構成されてい
ます。温暖な気候に恵まれ、県内全域に温泉
が広がっており、「おんせん県おおいた」と
して国内有数の湧出量と温泉数を誇る県
です。
大分県消費生活・男女共同参画プラザは、
消費生活の向上や男女共同参画社会づくりの
ため、2003 年にオープンしました。消費生
活センターとしての相談窓口のみならず、女
性相談・男性相談、県民相談といった様々な
相談窓口を運営しています。
当プラザは大分市中心部の商店街や大分県
立美術館に隣接した場所にあります。事務室
のほか、県民の交流の場や学習の場を提供す
るための会議室やロビーが設置されており、
消費者団体等、様々な県民に活用される場所
となっています。
消費生活センターの機能を有するのは当プ
ラザの消費生活班です。プラザ所長を筆頭に、
行政職員が５名、消費生活相談員が６名、事
業者啓発等を行う県警OBが１名の計 13 名
の体制となっています。

２． 消費生活相談の現状

2018 年度に当プラザで受け付けた消費生
活相談件数は 3,045 件となっており、近年は

3,000 件前後で推移しているところです。苦
情相談を年代別にみると、70 歳以上 663 件、
60 歳代が 499 件となっており、60 歳代以上
が全体の約 4割を占めています。
内容別にみると、架空請求やワンクリック
請求が多いほか、インターネットに関する相
談が多くみられます。また、販売購入形態別
にみると、電話勧誘販売やマルチ・マルチま
がい商法に関する相談が増加傾向にあり
ます。

３．高齢者への消費者啓発

あらゆるライフステージの方に向けて、消
費者被害の未然防止と消費者としての当事者
意識の醸成をめざし、啓発講座を行っていま
す。特に架空請求等の被害を減少させるため、
高齢者に対する啓発講座を県内各地で実施し
ているところです。地域のサロンや公民館の
イベントへ出向くほか、昨年度からデイケア

大分県消費生活・男女共同参画プラザ
＜通称アイネス＞の外観
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施設等に対して啓発講座の案内文書を送付し
ています。案内後、いくつかのデイケア施設
で出前講座を開催しました。今年度は各地の
文化教室等に案内を送付し、さらなる高齢者
向け啓発の充実をめざします。

４．消費者教育の充実

2022 年の成年年齢引き下げを見据えて、
若者の消費者被害を未然に防ぐため、若年者
向けの消費者教育に力を入れています。
今年度から、高校では「社会への扉」を
使った消費者教育に取り組んでいますが、
小・中学生にも自覚をもってもらうため、
消費生活相談員が講師となって消費者トラ
ブル事例と対処法を紹介したり、お金の使
い方の注意点を教えたり、消費者市民社会
の概念を伝えるといった啓発活動を実施し
ています。

また、資格取得をめざす方には通信講座な
ども行っていますが、昨年度は受講者から３
名が合格し、うち２名は消費生活相談員とし
て勤務することとなりました。
このように、消費生活相談員の養成を通じ
て、県内の相談体制を充実させ、県民が安心
して暮らせる大分県の実現をめざしていると
ころです。

６．アイネス夏休み講座

会議室等を活用して、アイネス夏休み講座
と題し、小学生向けに夏休みのイベントを実
施しています。身近なテーマの実験や工作を
通じて日頃から消費について関心をもっても
らうためのワークショップで、LEDライト
を使った講座や貯金箱作成講座が人気です。

啓発出前講座の様子

アイネス夏休み講座の様子

５．消費生活相談員の養成

大分県では消費生活相談員の養成に力を入
れており、現職の消費生活相談員の資質向上
研修として、弁護士や全国消費生活相談員協
会の講師を招き、専門的な知識の習得のため
の研修を年間 12 回程度開催しています。

７．終わりに

安全・安心で、消費者が主役となる豊かな
社会の実現をめざすために、消費者の方の権
利を守り、自立するための施策を行っていき
たいと考えています。今後も大分県の相談体
制を充実させるとともに、消費者一人ひとり
が消費者被害を未然に防ぎ、学ぶことのでき
る環境づくりに努めます。
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■消費者関連団体便り

消費者庁創設10年を迎えて思うこと

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）
代表理事 副会長

永沢　裕美子

消費者庁設立から10年が経ちました。前年
の2008年1月18日、テレビで中継される福田康
夫総理大臣の所信表明演説に釘付けになった
ことを改めて思い出しています。生産者・供
給者の立場から作られてきた法律や制度や行
政そして政治を国民本位のものに改め、国民
の安全と福利のためにあるべき役所をその本
来の形に戻すことに全力を傾注し、その旗振
り役として消費者行政を統一的・一元的に推
進するための強力な権限を持つ新組織を創り、
消費者を主役とする政府の舵取り役をさせる
というくだりは、消費者団体のみならず多く
の国民が心を揺さぶられたのではないでしょ
うか。翌２月には消費者行政推進会議が立ち
上がり、精力的な審議の結果、６月には「消
費者行政推進会議取りまとめ～消費者・生活
者の視点に立つ行政への転換～」が福田総理
に提出され、消費者庁創設の青写真となりま
した。
消費者庁創設は多くの人の大きな期待を集
めて動き始めましたが、その後、福田総理の
突然の辞任や政権交代など、政治に振り回さ
れる中での船出となりました。創設から２ヶ
月が経過した2009年11月発行の機関紙
「NACS NEWS」には「前政権の意向で９月
にスタートしたことが拙速すぎたことは明白
で、基本的機能の事故情報の一元的集約、分
析原因究明、発信においても、いまだに大慌
てで構築中である」という辛口コメントが見
られます。2011年３月には東京電力福島第一

原発事故が発生し、消費者庁が食の安全と放
射能という難しい問題を担当し、少ない人数
で国民への情報提供に奔走していました。
色々な意見・評価があるとは思いますが、食
を始めとする様々な安全に関わる情報の地道
な提供を通じて、消費者庁は国民に知られる
存在となりつつあることは確かだと思います。
それ以降の消費者庁の取り組みを概観する
と、阿南久長官（2012年～14年）の時代は、特
に高齢者の被害防止に精力的に取り組み、長
官自らが全国各地を歩かれてカモカモダンス
を披露されていた姿が記憶に残っています。
続く板東久美子長官（2014年～16年）の時代
は消費者教育、とりわけ若年者への消費者教
育（成年年齢引下げに向けた環境整備）の分
野で見える形での前進がありました。そして
岡村和美長官（2016年～2019年）の時代は、悪
質な事業者や消費者の誤認を誘引する表示に
対する執行に厳正に取り組まれたことを評価
したいと思います。
ところで、推進会議が「取りまとめ」の中
で示した構想では、消費者行政の強化のため
の施策として、消費者行政の旗振り役として
の消費者庁の創設とともに、「消費者が頼れる
分かりやすい一元的な相談窓口の設置」を掲
げていました。一元的な相談窓口については、
今日、全国どこからでも最寄りの消費生活セ
ンターにつながる「消費者ホットライン（１
８８）」での受付が行われるようになっていま
すが、ホットライン（１８８）の認知度１は
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全体で9.2%、20代では3.3％にとどまってお
り、国民への周知という点ではまだまだとい
う状況です。
１８８の周知以上に急務なのが消費生活相
談体制の確立と質の向上です。どこに住んで
いても質の高い相談・救済を受けられること
は、全ての国民に保障されるべき権利です。
ところが、消費者庁創設と同時期に制定され
た消費者安全法では、消費生活相談は住民に
最も身近な市町村で受けるという建てつけに
なっていることもあり、また、自治体によっ
て財政状況や首長の消費者行政への理解にば
らつきがあることもあって、体制整備に大き
な地域格差が生じているのが実情です。すべ
ての市町村に消費生活センターが設置され、
そして、住民が相談してよかったと思えるよ
うな質の高い相談・救済がそこで行われるた
めには、すべての自治体において安定した予
算が確保されることが必要であることは言う
までもありません。消費者庁には、国からの
交付金等の継続的支援はもちろん、自治体が
必要な予算を確保できるよう、首長や議会の
理解を促す取り組みを今後も進めていってい
ただくことを要望します。
最後に、推進会議の「取りまとめ」では、新

組織が満たすべき原則として「消費者にとっ
て便利でわかりやすい」「消費者がメリットを
十分実感できる」「迅速な対応」「専門性の確
保」「透明性の確保」「効率性の確保」の６項
目が挙がっていました。どの項目も引き続き
重要ですが、11年目を迎えた消費者庁には特
に「専門性の確保」、消費者問題や政策に精通
した専門人材の育成と登用に力を入れていた
だくことを要望します。また、この６項目に
加えて、消費者問題の外縁を拡大し、広く一

般国民が「自分事」として共感し参加できる
機会の提供をお願いしたいと思います。消費
者庁はこの度、地方消費者行政強化作戦2020
を策定するにあたり、政府が積極的に進める
SDGsの17の目標の中から「エシカル消費の
推進」や「食品ロス削減の推進」等を地域で
の消費者教育の目標として新設しました。近
年、消費者団体が弱体化したと言われていま
すが、自分たちの活動を振り返ってみた時、地
域に根ざした、消費者と繋がった活動を展開
できてきたかといえば、十分とはいえなかっ
たと反省するところがあります。NACSとし
ても、こうした取り組みに会員が地域住民の
一人として参加し、時に教育や啓発の担い手
となって自治体やセンター、その他の団体・
市民グループとも連携し協働できるよう支援
していきたいと考えております。地域住民を
巻き込んだ消費者活動を広げ、自治体の首長
や議会の地方消費者行政への理解へと繋げる
ことが遠回りでも、自治体の自主財源の確保
への近道なのだろうと思います。

<NACSでも１８８の周知・啓発を始めました＞
　消費者庁に許諾をいただき、NACS バージョンの
１８８バッジ（写真）を作成しました。原価（１個
300円）でお分けしています。ご希望の場合は、件名
に「１８８バッジの件」と記入いただき、 nacs-koho@
nacs.or.jp 宛にメールにてご連絡ください。

１　消費者庁「消費者意識基本調査」（2018年度）
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日本消費者協会からみた消費者委員会・消費者庁の10年

一般財団法人日本消費者協会 理事長

長見　萬里野

シンドラーのエレベーター死亡事故、ガス
湯沸かし器の不正改造による一酸化炭素中毒
死亡事故、こんにゃくゼリー死亡事故、中国
製冷凍ギョウザの殺虫剤混入事件、ミートホ
ープ食肉加工業者の食肉偽装事件、事故米不
正転売事件など生命にかかわる事故や事件が、
消費者庁・消費者委員会の創設される１、２
年前に起こっていました。
また、白い恋人、赤福、船場吉兆といった
老舗の食品偽装にも驚かされていました。
そのほかにも円天事件、商工ローン、ココ・

ロンドン金取引やリーマン・ブラザーズの破
綻といった金融の世界も消費者問題に関わっ
ていました。
今思い起こしてもビックリするような出来
事の連続だったのです。

消費者のための行政組織を求めて

そのような状況の中消費者担当の省を作る
べきだという消費者団体の永年の願望は、突
然現実のものとなりました。当事者の消費者
団体もびっくりしてしまいました。2007年10
月第168国会で新しく総理大臣となった福田
総理大臣の所信表明演説に、消費者保護のた
めの行政機能の強化が述べられ、私たちを喜
ばせました。さらに2008年１月の第169国会の
施政方針演説の中で、「各省庁縦割りになって
いる消費者行政を統一的・一元的に推進する
ための、強い権限を持つ新組織を発足させま
す。」と福田総理大臣は宣言したのです。そし
て２月には閣議決定を経て各界有識者による

「消費者行政推進会議」の第１回会合が持たれ
ています。
消費者団体がこれに応えないわけにはいき
ません。サラ金やローンの高利是正を求めて
いた組織を基に、消費者庁を実現させる運動
がはじまりました。日本消費者協会は運動体
ではありませんので、組織的な大きな活動は
できませんでしたが、発行誌「月刊消費者」
に特集をたびたび組んで広報活動を行ってい
ました。また、全国消費者協会連合会の事務
局も担っていますので、地方の消費者協会に
もこの運動を紹介し、参加することを要請し
ました。消費生活コンサルタントの人たちへ
も参加を勧めていました。2008年３月に消費
者側の新組織「ユニカねっと」（消費者主役の
新行政組織実現全国会議）が立ち上がり決起
集会を行っています。「ユニカねっと」を軸と
して国会議員へ消費者行政機関の創設の説明
と要請活動を精力的に行いました。集会や街
頭宣伝活動も頻繁にありました。
ところが、消費者庁関連３法案国会提出直
前の2008年９月24日福田内閣は突然総辞職し
てしまいます。法案は上程されましたが、そ
れに先駆けて当時の民主党が「消費者権利院
法案」を提出しました。当時の参議院は野党
が多数でした。そのため、国会審議入りはな
かなかされず、ユニカねっとを始め消費者団
体側は、一層宣伝と要請活動を強めたのでし
た。2009年第171国会で「消費者問題に関する
特別委員会」が設置され予算審議が終了して
からやっと審議入りしました。民主党案と政
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府案が同時に議論され、これからもたいへん
でした。国会審議は衆参併せておよそ90時間
と言われています。この国会傍聴に私たちは、
せっせと通いました。
地方消費者行政の強化拡充が日本消費者協
会としても強い要望でした。全国消費者協会
連合会に加盟している各地の消費者協会はそ
の地域の消費者行政のあり方によっても左右
されます。地方自治体は財政難に陥っていて、
消費者行政予算は縮む一方でした。
消費者はその住んでいる自治体の消費者行
政と接しているのです。議員さんへの説明に
もこの点を強調しました。また、消費生活相
談員の待遇改善も大きなテーマでした。その
結果か、衆参両院とも消費生活相談員の待遇
問題といかに地方へ消費者行政予算を流すよ
うにできるかに審議時間がかなり割かれてい
ました。

消費者委員会

民主党が提案した強い権限を持ち各行政機
関に勧告を行う「消費者権利院」も消費者側
の強い要望があり、政府案の消費者庁と両立
させたいとの意見が参考人などからも提案さ
れます。結果として、消費者庁と消費者委員
会が創設され別々の機能として良かったと考
えています。
その後の消費者委員会は手薄な体制のもと、
幅広いテーマに良く取り組んでいると感じていま
す。しかし、消費生活分野はますます多様に拡
大しています。非常勤の委員10名と事務局で現
在の消費生活の諸問題に目配りし、各所轄官庁
に意見を出していくのには体制が貧しすぎます。
専門調査会の種類もオンラインプラットフォーム
の調査会が開かれていましたが、まだまだ不足
しているように思えます。

消費者庁

創設すぐに消費者庁は、国会審議の内容や付
帯決議で取り上げ「集団的被害救済制度研究
会」や「健康食品の表示に関する検討会」など
を立ち上げたり、事故情報の分析や子どもを事
故から守るプロジェクトに取り組んでいました。
期待のもてる活気があったように思えます。し
かし、現在消費者側に不満が残るのは、あまり
にも法律主義に陥っていることです。国の行政
ですから法律は重要ですが、現実に実施され効
果をもたらすことが重要です。コチコチの法律
では、現場で施策を実施する人たちには、苦労
の多いものになります。事例としてあげると消
費者団体訴訟制度の適格消費者団体・特定適
格消費者団体に求められている事務作業の過大
さは「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資
する支援の在り方に関する検討会」においても
指摘され幾分改善されてきたようです。日本消
費者協会も消費者機構日本の団体正会員とし
て参加していますが、例えば制度として共通義
務確認訴訟において、特定適格消費者団体が対
象消費者への通知公告の費用を負担しなければ
なりません。しかし、本来は当該事業者が負担
すべきものです。これらのことは、特定適格消
費者団体が本来力を注がなければならない消費
者被害回復のための訴訟業務を必要以上に過
重なものとしています。少数の事務局と弁護士、
相談員などのボランティア的な働きによるもの
だということを消費者庁は強く認識してほしい
ものです。消費者支援が消費者庁の役割です。
消費者行政を立ち上げようとした消費者行
政推進会議の熱気あふれる議事録や意見書を
ぜひ消費者庁職員は読み直してほしいもので
す。創設時の精神を10年で風化させないでほ
しいものです。



　今回は「消費者庁設立10周年」を特集
テーマとしました。依頼したところ、消費
者庁の方をはじめ全員の方から、すぐに快
諾をいただきました。皆様から、この10年
について熱く深いお言葉をいただきました。
感謝申し上げます。
　原稿を拝読し、「ああこんな事件もあん
な事故もあったなあ。福田総理の言葉は本
当に驚いたなあ。その後も紆余曲折あった
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なあ。」と感じ入ってしまいました。
　また、皆様から、これからの消費者庁や
消費者問題に対する貴重なメッセージもい
ただきました。今後、更に消費者庁がリー
ダーシップを発揮していただけると期待し
ます。　
　本誌を読んでいただいた方が、改めて、
消費者庁の存在意義やこの10年の消費者問
題を確認していただけたら幸いです。

（小柳）
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