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地方消費者行政の歩みと課題
－消費者庁創設から 10 年－
田口 義明

Taguchi Yoshiaki

名古屋経済大学 名誉教授

経済企画庁、内閣府で消費者行政に長年携わる。内閣府国民生活局長、国民生活センター理事等
を歴任。名古屋市消費生活審議会会長、（公財）横浜市消費者協会評議員。専門は消費者政策、消
費者法。

地方消費者行政の成り立ちと変遷

費者行政の司令塔として消費者庁が設置されま
したが、その設置検討の中では、国と並んで、

地方消費者行政は、消費者問題の
「現場」
であ

地方の消費者行政をいかに強化するかが重要な

る地域において、消費者からの相談に対応した

論点となりました＊３。その検討を通じて、次の

り、情報を提供したり、さらには消費者教育の

ような取り組みが行われることとなりました。

機会を設けるなどにより、消費者の安全・安心

（1）法律による対応
2009 年５月に成立した消費者庁関連３法の

の確保をめざしています。国の消費者行政と並
んで車の両輪を成すものです。

１つである
「消費者安全法」
では、それまで事実

地方消費者行政の枠組みは、1960 年代以降

上の行政組織に過ぎなかった消費生活センター

整備されてきましたが、1990 年代初頭のバブ

を法律上に明記しました。同法第10 条および施

ル崩壊に伴う地方財政の悪化により、地方消費

行令では、消費生活センターとは、消費生活相

者行政も大変厳しい局面を迎えました。都道府

談の専門家を配置、電子情報処理組織等
（PIO ―

県・市町村の消費者行政予算は、1995 年度の

NET ＊４）を配備、週４日以上相談窓口を開所と

約 200 億円から 2008 年度には約 100 億円へ

いう３要件を満たすものとし、都道府県はその

。消費者行政担当職員数

＊１

と半減しました

も

＊２

ような組織を設置しなければならない、また、

2000 年頃に約 1.3 万人であったのが、2007 年

市町村は設置に努めなければならない旨を規定

には約 1.0 万人へと減少してしまいました。

し、その設置促進を図ることとしました。

消費者庁創設を契機とした
地方消費者行政支援

（2）予算による支援
もう１つが国の予算による支援です。
地方消費者行政は地方の仕事
（自治事務）とさ

1990 年代以降の地方消費者行政の後退に歯

れていますので、その費用は地方の財源
（自主

止めをかけ、さらには反転へのきっかけとなっ

財源）によって賄われるのが原則です。その財

たのが消費者庁の創設でした。2009 年９月、消

源として、国の予算から使途を限定せずに移転

＊１	内閣府国民生活局
「都道府県等の消費者行政の現況」
（2009 年２月）による。
＊２	地方公共団体の事務職員、消費生活相談員、商品テスト職員の合計。データは、前掲＊１による（各年４月１日現在）。
＊３	消費者庁創設を盛り込んだ
「消費者行政推進基本計画」
（2008 年６月 27 日閣議決定）では、「霞が関に立派な新組織ができるだけでは何の意味も
なく、
（中略）
新組織の創設と併せて、地方分権を基本としつつ、地方の消費者行政の抜本的な強化を図ることが必要である」
とされている。
＊４	PIO-NET
（パイオネット）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等を結ぶ消費生活相談情報のネットワークシステムのこと。
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－消費者庁創設から 10 年－

される地方交付税がありますが、消費者庁創設
かか

ることとされました
（2019 年度より実施）
。

以来、地方消費者行政に係るものが増額算定さ

支援策の第二は、地域の見守りネットワーク

。ただし、これが地方消費者

作りです。高齢者等の消費者被害が増加するな

行政予算として実際に使用できるためには、各

かで、消費者本人が消費生活センターに相談す

地方公共団体における予算化措置が必要です。

るのを待つだけでは十分ではありません。そこ

また、国は、2009 年度からの３年間を地方

で、高齢者など消費生活上特に配慮を要する消

消費者行政の「集中育成・強化期間」
とし、
「地方

費者を見守るため、地域で活動するさまざまな

消費者行政活性化交付金」により各都道府県に

団体や個人を構成員＊８とする「消費者安全確保

れてきました

＊５

「地方消費者行政活性化基金」
（以下、基金）
を創
設して支援を行うこととしました。基金は、その

地域協議会」
の設置を促すこととしました。

（4）
「地方消費者行政強化作戦」

後、活用期間の延長と金額の上積みが重ねられ

消費者庁では、これらの支援策を通じた地方

るとともに、2014 年度補正予算からは、単年

消費者行政の充実・強化を計画的に進めるため、

度ごとの
「地方消費者行政推進交付金」に移行し

「地方消費者行政強化作戦」を定めています＊９。

ました＊６。これら基金や交付金は、消費生活

この強化作戦では、
「どこに住んでいても質の高

センター等の設置、消費生活相談員
（以下、相

い相談・救済を受けられる地域体制」を全国的

談員）の配置・養成、消費者教育・啓発など地

に整備することをめざし、
各都道府県において、

方消費者行政の基盤整備に活用されました。

人口５万人以上の全市町に消費生活センターの

なお、推進交付金による地方支援は、2018 年
度からは、「地方消費者行政強化交付金」に切り

設置を促進することなどを当面の政策目標とし
て定め、その推進に努めています。

替わりました。この強化交付金は、引き続き身

地方支援策の成果と課題

近な相談体制の整備等に向けられる旧推進交付
金事業（定額補助）
と、国の重要消費者政策等に

（1）地方支援策の成果
このように、消費者庁創設以降、さまざまな地

取り組む地方公共団体を支援する、いわゆる強
化事業（補助率 1/2）
とから成っています

＊７

。

（3）2014 年改正消費者安全法による支援策

方消費者行政支援策が講じられてきました。こ
の間 2009 年から 2018 年の状況をみると＊10、

2014 年に改正された消費者安全法には、地

全国の消費生活センター数は、501 カ所から

方消費者行政支援につながるいくつかの事項が

855 カ所へ、また、相談員数は、2,800 人から

盛り込まれました
（2016 年４月施行）
。

3,438 人へとそれぞれ増加しました。消費生活

その第一は、消費生活相談体制を強化するた

センター等での相談対応をみても、知識・経験

めのしくみです。まず消費生活センター等で相

や時間を要するあっせん件数が 2009 年度の

談対応に当たる「消費生活相談員」
を法定の職と

7.4 万件
（相談全体に対し 6.9％）
から、2017 年

して規定するとともに、その資格を国家資格と

度には 8.6 万件
（同 8.3％）に増加しており、相

しました。また、市町村の消費生活相談に助言

談対応の質的向上もうかがわれます。

等の援助をするため、都道府県知事は、経験豊

こうした状況からみる限り、消費者庁創設以

富な「指定消費生活相談員」を指定するよう努め

降行われてきた地方支援の取り組みは一定の成

＊５	地方消費者行政に係る地方交付税の基準財政需要額は、2009 年度に 90 億円から 180 億円台へ、さらに 2012 年度以降は 270 億円台に拡大。
＊６	既存基金への積み増しは財政規律の観点から厳に抑制するとの政府方針
（
「経済財政運営と改革の基本方針」
2014 年６月 24 日閣議決定）
による。
＊７	予算額は、2018 年度が当初 24 億円、補正 11.5 億円、2019 年度が当初 22 億円。
＊８	消費生活センター、病院、地域包括支援センター、民生委員、教育委員会、消費者団体等が想定されている。
＊９	当初、2014 年１月に策定。その後、2015 年３月に改定。現在は、消費者庁において 2020 年度以降の新たな目標等について検討中。
＊10	この項の数値は、いずれも消費者庁
「地方消費者行政の現況調査」による。消費生活センター数、消費生活相談員数等は各年４月１日現在。
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果を上げたと言えるでしょう。しかし同時に、

停止命令、指示）は、2010 年度以降、大きく減

多くの課題にも直面しています。

少し、
2017年度では37件にとどまっています。

（2）地方支援策の課題

担当事務職員数が低迷するなかで、都道府県に

① 小規模自治体の相談体制整備の遅れ

おける法執行力の低下も懸念されています＊ 13。

課題の第一は、小規模自治体の相談体制がい
ぜい

③ 地方消費者行政を支える予算のあり方

まだ脆弱であることです。消費生活センターを

地方消費者行政を支える予算は、前述のよう

＊11

設置している市区町村
（政令市を除く）
の比率

に、現在、各地方公共団体の自主財源と国から

は、全体では 63％ですが、人口５万人未満の市

交付される基金・交付金で賄われています。こ

区町村では 49％にとどまっています。また、相

のうち都道府県・市町村の自主財源の推移をみ

談員がいまだ配置されていない市区町村は、小

ると、2013 年度以降はおおむね 120 億円台で

規模自治体を中心として603団体、全体の37％

推移しており、地方交付税措置に対する自主財

に上っており、相談員が１人のみ（同 26％）も

源の比率は 50% を下回る状況が続いています。

合わせると全体の６割以上を占めています。

他方、国からの直接的な基金・交付金は 2009

② 行政実施体制の弱体化懸念

年度
（43 億円）から 2011 年度
（70 億円）にかけ

課題の第二は、相談業務以外も含めた地方消
費者行政全体の実施体制が弱体化しているので

て増加した後、減少傾向となり、直近の 2018
年度では 42 億円にとどまっています。
このように自主財源が伸び悩む一方、
その「呼

はないかという懸念です。
消費者行政の専管部署として係レベル以上の

び水」として期待された国からの基金・交付金

組織を持たない自治体は、2008 年には都道府

も縮小傾向となっています。その結果、地方消

県・政令市ではありませんでしたが、2018 年

費者行政予算全体では、近年 170 億円台と、

では、都道府県で３団体、
政令市で２団体となっ

2011 年度
（207 億円）
、2012 年度
（204 億円）

ています。その他の市区町村で専管の係以上の

頃に比べて低迷した状況となっています。

部署を持たない自治体は、2008 年の約 60％
から、2018 年では 78％に増加しています。

こうした現状を踏まえると、地方消費者行政
の自主財源強化が引き続き求められる一方、国

消費者行政担当事務職員数をみても、2009

からの一定の交付金確保が不可欠な状況にあり

年
（全国で 5,190 人）
以降おおむね横ばい傾向で

ます。また、地方公共団体が実施している消費

推移し、2018 年でも 5,209 人にとどまってい

者行政の業務には、相談情報の PIO―NET への

ます。しかも、その多くが消費者行政以外の業

登録や重大事故情報の通知など国の事務の性質

、かつ、消費者行政のウェ

を持つものも少なからずあり、国の財政上の役

務との兼務であり

＊ 12

イトがわずか 10％程度という兼務職員が約半

割を見直す必要もあるでしょう。

数を占めています。2000 年代初め頃は事務職

おわりに

員数が１万人を超えていたことを考えると、現

消費者庁創設から 10 年が経とうとしている

在の行政実施体制は脆弱と言わざるを得ません。
消費生活相談全体の約半数を占める特定商取

現在、これまで講じられてきたさまざまな地方

引法関係では、都道府県の消費者行政担当課に

支援措置は重要な節目にあります。地方消費者

悪質事業者等に対する行政処分権限が付与され

行政の基盤強化に向かっていけるよう、いっそ

ていますが、都道府県による法執行件数
（業務

うの政策努力が求められています。

＊11	広域連合、一部事務組合又は広域的連携により消費生活センターを設置している管内自治体については、設置自治体として計算。
＊12	2018 年の兼務職員は 3,769 人、事務職員全体の 72％を占めており、専任職員は全体の３割足らずである。
＊13	消費者委員会は、2017 年８月 29 日、
「消費者行政における執行力の充実に関する提言―地方における特商法の執行力の充実に向けて―」を公表。
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より充実した地方消費者行政のために

活動内容の共有で深まる連携
－自治体、消費者団体、福祉関係者等の懇談会－
中谷 隆秀

Nakatani Takahide

長野県消費者団体連絡協議会事務局

長野県消費者団体連絡協議会は 1960 年に結成。消費者のくらしと健康、権利を守るため生活の
各分野における幅広い諸団体が相互に連絡を保ち、県の消費者運動を発展させることを目的とし
て活動を進めている。

村消費者行政担当課から 32 名、県くらし安全・

懇談会実施の経緯と役割

消費生活課および消費生活センターから25名、

長野県消費者団体連絡協議会
（以下、県消団

消費者団体や消費生活サポーターから 93 名、

連）では県内 77 市町村を対象とした「市町村消

地域包括支援センターから38名の参加があり、

費者行政調査」
（ アンケート）の活動を 2009 年

事務局を含めた延べ参加者数は 205 名でした。

度から実施してきました。この調査の目的は、

各会場の参加者は 14 名～ 30 名とばらつきが

近年では市町村における消費者行政の現状や長

ありました。

野県消費生活基本計画の重点目標に関する計

②前半は報告や情報提供
2018 年度に行われた懇談会の前半には、次

画・実施状況を把握することです。
そして、2013 年度から、アンケートの紙面
だけでは読み取れない状況の把握や消費者行政

の報告がありました。
・県消団連からの
「市町村消費者行政調査」
（ア
ンケート）
結果報告

窓口と消費者団体の相互理解と意見交換を行う
ために、県内９会場で市町村消費者行政窓口と

・長野県からの報告
（消費生活相談件数報告、

消費者団体等との懇談会
（以下、懇談会）
を開催

市町村と県の相談分担率推移報告、消費生活

しています（写真）
。懇談会を毎年開催するなか

相談内容分析報告、高齢者見守りネットワー

で、消費者行政担当者と消費者団体の協働と連

ク構築、消費生活サポーターの活動報告、第

携のきっかけの場となったり、県が育成する消

２次長野県消費生活基本計画）

費生活サポーターの学習と活動交流、市町村消

・参加団体からの報告
（コープながのの活動報
告、
ながの消費者支援ネットワークの紹介等）

費者行政担当者との顔合わせの場となったりし
ています。また、2018 年度には地域福祉関係

・その他のお知らせ
（長野県消費者大会の開催

者
（地域包括支援センター）にも参加してもら
い、情報交換などの場として、その役割がどん
どん膨らんできました。

案内）
写真 懇談会のようす

懇談会は初回開催時から、長野県の消費者行
政担当課であるくらし安全・消費生活課に県内
９会場の会場予約や日程調整、市町村への参加
の呼び掛けなど、協力をいただいています。

懇談会の具体的な内容
①懇談会の参加者数
2018 年度の懇談会では９会場の合計で市町
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活動内容の共有で深まる連携

－自治体、消費者団体、福祉関係者等の懇談会－

③後半は参加者相互の活動報告や意見交換
懇談会の後半は、各参加者一人一人が発言し

2018 年度の提言としては次の５点を伝えま
した。

ます。各参加者からの発言は主に次のような内

①市町村の消費生活センターの設置について

容です。

（広域連携の消費生活センター設置の促進）

【消費者行政担当者】

②消費生活サポーターへの支援と活動の活発

・消費生活相談の状況や特殊詐欺被害防止活動

化
（消費者行政との連携や情報共有など）

の状況について

③高齢者見守りネットワークについて

・兼務体制の中での苦労、広報活動の工夫や悩

（地域福祉関係者との情報共有の強化）

み、消費者団体等との連携の状況について

④地域での消費者被害防止や消費者教育の担

【消費者団体・消費生活サポーター】

い手育成の強化について

・地域で実施しているサロン活動、
学習会活動、

⑤地域福祉関係者への支援活動について

消費者被害防止活動等、活動事例の報告

（消費者被害への対応方法など）

・消費者行政や消費生活センターとの連携事例

また、参加者からは懇談会の感想として次の

の報告
例：月に２回、地域のサロンで一緒におしゃべ
りすることで住民に啓発活動しているが、最

ような声が多く寄せられています。
・地域福祉関係者との懇談や交流は今後もぜひ
継続してほしい

近どのような相談事例や話題があるかを事前
に市から聞いて啓発活動に生かしている。

・毎年の懇談の場が学習・研修・交流の場になっ

例：市の消費生活センターと月に 1 回勉強会を

ていて参加して良かった
そのほか、懇談会をきっかけに、消費者行政

開催し、市の出前講座にも一緒に出向き、朗
読劇や寸劇にも出演したり協力している。

と消費者団体との連携や消費者団体同士の連携

・活動における広報や人集めの苦労について

が始まった事例もあります。そして、市町村消

【地域包括支援センター】

費者行政担当者にとっては、地域の消費生活サ

・地域で遭遇する高齢者の消費者被害の実態
や、その場での対応に苦労していること

ポーターと顔見知りになったり、地域の消費者
団体の活動を知る場にもなっています。

・消費者行政との連携を希望する声が多数

今後も継続して開催を

例：訪問先で消費者被害と感じる場面での対応

懇談会での消費者行政、消費者団体、地域福

方法や対応事例の共有をしたい。
例：今どのような消費者被害や相談事例が多く

祉関係者等との情報共有の場を今後も継続する

寄せられているのかなどを情報提供してほし

ことは大切であると感じています。そのため、

い。

県くらし安全・消費生活課との協力と連携をこ

消費者行政の取り組みやさまざまな
主体との連携に生かせる効果も

れからも大切にし、また、市町村の消費者行政

懇談会後、県消団連は県くらし安全・消費生

そして、毎年開催するに当たっては、社会環

担当者の懇談会参加をもっと増やしていきたい
と思っています。

活課にまとめの報告を行い、懇談のうえ、意見

境の変化も意識したうえで重点事項を検討し、

や要望をまとめて県への
「提言」を渡していま

参加対象、懇談の内容、提供できる情報や運営

す。提言は翌年以降の県の消費者行政の取り組

などを工夫しながら、今後も懇談会を継続して

みに生かしてもらえていると感じています。

いきたいと考えています。
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長野県における
市町村消費者行政支援について
長野県県民文化部くらし安全・消費生活課

長野県では 2018 年度から 5 年間を計画期間

ターの課題等を分析し、市町村に情報提供を

とした第２次長野県消費生活基本計画（以下、

行うことなどにより、単独設置が困難な町村

基本計画）を策定し、5 つの基本方針を掲げて

の広域連携による消費生活センター設置を支

います。この基本方針の 1 つに「相談体制の充

援

実・強化」を位置づけ、市町村相談体制の充実・

●市町村相談窓口への啓発資料の提供のほか、

強化に向けて、市町村消費者行政支援に取り組

消費生活相談員の配置や啓発事業などの実施

んでいます。

支援により、相談窓口の機能強化を実施

県内の市町村相談体制の現状としては、77

●市町村の消費生活相談員等の相談技術向上の

市町村すべてに消費生活相談窓口が設置され、

ための研修会を開催するとともに、本県に 2

さらに、19 市（全市）と 5 町 6 村においては消

名の市町村消費者行政推進支援員を配置し、

費生活センターが設置され、また、19 市 3 町

相談業務に関する助言等を実施

に専任の消費生活相談員が配置されています。

●消費生活相談員を確保するため、国家資格の
＊
取得支援講座の実施や人材バンク を運営

国の地方消費者行政強化作戦に定める政策目
標のうち「相談窓口未設置の自治体の解消」や

さらに、地域や職域等において消費者教育・

「人口 5 万人以上の全市町に消費生活センター

啓発を担う
「消費生活サポーター」
の育成・登録

を設置」という目標は既に達成しているものの、
「人口 5 万人未満の市町村の 50％以上に消費生

拡大を図り、消費者トラブルの相談窓口への誘
導、見守り活動への参加協力を進めています。
ま た、2018 年 11 月 に は、 県 内 の 市 長 会、

活センターを設置」等の目標については、いま
だ達成していない状況です。また、本県の基本

町村会の会長等の出席による
「県と市町村との

計画で重点目標としている
「市町村消費生活セ

協議の場」
においては次の２点、

ンターの人口カバー率 100％」は、84.4％にと

◆市町村消費生活センターの広域設置に向けた
協議の実施
（県の参画による協議実施、苦情

どまっています。

相談内容および処理経過の類型化による情報

なお、本県は全国で 2 番目に市町村数が多く、

共有など）

また小規模な市町村が多いため、市町村におけ

かか

る消費生活センターの設置は財政的な負担が大

◆消費生活相談員の確保・育成に係る県の支援

きいことなどから、複数の市町村が広域単位で

（資格取得支援講座・人材育成研修や、市町

取り組んでいます。現在、大町市を中心にした

村消費者行政推進支援員による市町村消費生

1 町 3 村、茅野市を中心にした 1 町 1 村、さら

活相談員への助言・情報提供など）

に長野市を中心にした 2 町 2 村が協定等を締結

について了承されており、さらに市町村相談体

し、広域連携による消費生活センターを設置し

制の充実・強化が図れるものと期待されます。
本県は、県民の利便性の向上と迅速な消費者

ています。
そのため、本県では、次の４点の取り組みを

トラブルの解決のため、市町村・県民・消費者団

実施しています。

体等との連携・協働により、引き続き市町村消

●既に広域連携により設置された消費生活セン

費者行政への支援に取り組んでまいります。

＊

長野県消費生活相談員人材バンク https://www.nagano-shohi.net/news/2012/01/post-63.html
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埼玉県消費生活支援センターの
市町村センター支援
吉永 康明

埼玉県内の消費生活相談体制

Yoshinaga Yasuaki

埼玉県消費生活支援センター主任専門員

消費者トラブルの変化に応じた情報提供などに
まで配慮するのは困難な状況です。

埼玉県内では、県設置の４センター（本所と

しかし、市町村センターは住民に身近な場所

３つの支所）と市町村設置の 55 センターの計

にあり、福祉などとの連携にも結び付けやすい

59 センターで相談処理に当たっています。

ことから、頼りになる相談窓口として充実強化

県センターでは、市町村の窓口支援等を本務

され、住民に認知される必要があります。

とする主任消費生活相談員
（後述）８名を含め

広域センターである県センターとしては、質

29 名の相談員が在籍し、各センターの開設日

量ともに相当水準の相談に対応して消費者トラ

には４～ 10 名が配置されています。市町村セ

ブルの動向等をしっかりと把握し、その知見を

ンターの開設日の配置人員は大部分が２名以下

基に支援することにより、市町村の相談員のス

で、全日１名配置のセンターは 29 を数えます。

キルを底上げするとともに、消費者トラブルの
動向等に即した最新の情報を伝えていくことが
求められます。

相談体制の課題

そのためには、県の相談員と気軽に連絡を取

県内ではおおむね有資格者を相談員に任用す

れるよう、県の相談員の輪の中に市町村の相談

ることができますが、市町村においては、その

員を巻き込んで OJT の効果が得られる環境を

後の育成に課題を抱えています。

作ることが重要です。

県センターでは、難しい案件の処理について
相談員同士で話し合う、処理に伴って調べたこ

研修会の実施により現場を支援

とや消費者トラブルの動向について情報共有す
るといったことは日常的に行われています。ま
た、相談員１人当たり年間約 700 件弱の相談

主に次のような研修会を行っています。

①新任消費者行政担当職員研修

を処理することになり、相談現場をきちんと管

新たに消費者行政を担当することになった職

理運営すれば、OJT で相談員の成長を期待す

員に対し、消費者行政に関する基礎的知識を得

ることができます。

てもらう研修です。

＊

これに対して、多くの市町村センターでは同

② PIO―NET 研修会

じ日に相談に当たる相談員が１～２名で、相談

消費生活相談情報データの精度を高め、相談

件数も少ないなど、OJT で相談員を育成する

情報の有効活用を図るため、相談員の PIO―

のが困難な環境にあります。

NET 入力の実務能力の向上を図るものです。

さらに、ほとんどの市町村では相談員の育成

③消費者行政担当職員・消費生活相談員研修

を産業振興担当課や住民担当課の職員が担って

専門的なテーマについて講演等を実施してい

いますが、多くの業務の中の１つになっていて、

ます。2018 年度は、企業倒産と個人情報保護

＊

法について実施しました。

On-the-Job Training
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埼玉県消費生活支援センターの市町村センター支援

④消費者契約に関する基礎法令事例研究会

2018 年度は、毎月２回、相談事例を中心に

埼玉弁護士会消費者問題対策委員会の若手弁

相談現場にすぐに役立つ情報を A4 裏表のコン

護士と県・市町村の相談員が、法令の解釈や相

パクトな紙面で伝える
「問題解決プロジェクト

談の処理等に関するテーマに沿って事例検討を

チーム通信」
の発行を開始しました。

行うもので、毎月１回、夜間に実施しています

②
「相談員の相談員」
の役割
県・市町村の相談員からの個別案件に関する

（写真）。事例は、
持ち回りで当番グループになっ

相談を受け、助言・情報提供を行ったり、対応

たセンターの相談員が提供します。

方針を一緒に検討したりします。対応困難な事

主任消費生活相談員による支援

案は共同で処理します。
2013 年度からは、申し出のあった市町村セ

主任消費生活相談員は、主に後述する①②の

ンターを巡回訪問し、相談処理や PIO―NET の

役割を担うために、2009 年度から設置されて

入力、啓発への参画など現場のニーズに応じて

います。相談員としての勤務経験がおおむね８

支援しています。また、県センターでの OJT

年以上の者から公募により選抜していますが、

研修も受け入れています。

結果的に県センター内で OJT のリーダー的存

県内では、2014 年 10 月に窓口の共同利用

在だった者が市町村に活動の場を広げるものと

や委託も含めて全市町村で週４日以上開設する

なっています。

相談窓口の設置が実現しており、その前後に巡

①「問題解決プロジェクトチーム」の核

回訪問のニーズが高まり、経験年数の浅い相談

高度で専門的かつ困難な課題や、広域にわた

員に対象を絞って実施していた時期がありまし

る課題について、弁護士の助言を得ながら検討

た。その後、人材の定着とともに巡回訪問の実

して処理します。当初は、出会い系サイトや投

施回数は減少しているものの、2018 年度は９

資用マンションの悪質勧誘といった、困難事案

市町村に対して延べ 97 回実施しました。

への対応のマニュアル作成などが主体でした。
近年は、電子マネーや仮想通貨など、新たな

市町村への支援で生まれた好循環

事象について研修会や資料でいち早く情報提供
したり、ネット通販の定期購入に関する総額表

市町村の相談員が、巡回訪問、県センターで

示の明確化を求める政府要望の原案を作成して

の OJT 研修、その他研修等を通じて面識ので

ガイドラインの見直しに反映させるなど、活動

きた主任相談員に相談するといったことが日常

の幅を広げています。

的な光景となりました。また、市町村センター

写真 消費者契約に関する基礎法令事例研究会のようす

の充実・住民への浸透なども進み、県全体の苦
情相談受付件数のうち市町村の受付件数の割合
は年々増加しています。
さらに、もっと濃密に市町村の相談員のニー
ズに応えたいという主任相談員の思いが、「問
題解決プロジェクトチーム通信」の発刊につな
がっています。
今後は、このような循環を大切に育て、効果
的な支援につなげたいと考えています。
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富里市消費者行政推進連絡協議会の設置と
見守りネットワークの取り組み
富里市市民経済環境部商工観光課

富里市消費生活センター
マスコットキャラクター とみリン

会委員に地域包括支援センターや教育委員会な

協議会を設置するまで

どの関係機関とともに、高齢者福祉課や学校教

千葉県富里市では、消費者被害から市民を守

育課など、市のそれぞれの行政組織の担当者を

るために、「富里市消費者行政推進連絡協議会」

配置し、連携した活動をしているところです。

( 以下、協議会 ) において、庁内の部局や外部

これにより、各機関や行政の既存の見守りネッ

のさまざまな機関等と連携しながら、地域見守

トワークがそのまま機能し、見守りを通じて消

りを進めています。

費者被害等を見つけた場合は、市の担当者を通

当市が協議会を設置したきっかけは、2011年

じて迅速に消費生活相談案件として消費生活セ

１月に県の県民提案事業として、
消費者団体
「消

ンターに伝わるようになっています。また、

費者行政充実ネットちば」
との共催で開催した
「安

2017 年度からは千葉県弁護士会と、所管の警

心な消費生活のためのシンポジウム in 富里」と

察署である成田警察署が協議会へ参画し、さら

いう行事での提言でした。そこでは、
「行政内の

なる協議会の拡充、消費生活にかかわる被害者

連携ならびに関係機関・関係団体との連携を確

の救済や相談体制の強化が図られたところです。

立し、相談の掘り起こしをすること」が提言さ

図 2 は当市の見守り体制です。見守り対象者

れ、これを受けて同年６月に規約を制定し、協

を囲むように、多数の団体、関係機関があり、

議会を設立しました。

さまざまな視点からの見守り体制が構築されて

その後、2016 年４月に同協議会は消費者安

います。

全法に基づく消費者安全確保地域協議会を兼

独居高齢者の見守り体制における
連携の一例

ね、また、消費者教育の推進に関する法律に基
づく消費者教育推進地域協議会として組織・運

当協議会の主な活動は、年３回の会議の開催、

営していくため、新たに
「消費者行政推進連絡

年１回の消費者啓発イベントの開催、見守り体

協議会運営要綱」
を制定しました。

制における連携、各所属部署・団体の中での啓

庁内、外部機関との連携を生かす

発活動等です。本稿では見守り体制における連

図 1 は協議会の構成組織です。特徴は、協議

携の一例を紹介します。

図１ 富里市消費者行政推進連絡協議会
（消費者安全確保地域協議会）
各関係機関および担当課等
事務局
社会福祉課
民生委員
児童委員
身体障害者
福祉会
社会福祉協議会

高齢者福祉課
地域包括
支援センター
シルバークラブ
連合会

学校教育課

市民活動推進課

商工観光課

区長会
教育委員会
小・中学校

防犯指導員
連合会

消費生活
センター

協働のまちづくり
推進委員会
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千葉県弁護士会
（消費者問題委員会）

成田警察署
（生活安全課）

特集

より充実した地方消費者行政のために

特集

3 ―2 富里市消費者行政推進連絡協議会の設置と見守りネットワークの取り組み
図２ 富里市見守り体制のイメージ図
学校教育課
教育委員会

小・中学校

PTA

社会福祉課

新聞・飲料等
宅配業者

家族

コンビニエンスストア

隣人
見守り
対象者

地域のゆるやかな見守り・
協力・情報提供

身体障害者福祉会
商工観光課

表

200

そこで、図 3 のように、特に独居高齢者の見
守りについて、地域包括支援センターと連携し

生協・生命保険等
地域包括
訪問業者
支援センター
その他家庭に
訪問する事業者
シルバークラブ連合会
法律家

消費生活
センター
地域包括
支援センター

・ひとり暮らし
消費生活センター
・高齢者 など
への相談
地域包括への
情報提供
連携

定期巡回に
よる見守り

消費者被害は年齢が上がるにつれて増える傾
外ではありません ( 表 )。

協働のまちづくり
推進委員会

－連携の一例－

76

向にありますが、そのことは当市においても例

消費者団体・協力員

図３ 独居高齢者からの相談時の見守り体制について

その他・不明

157

70

歳以上

69

60

歳代

35

50

歳代

25

40

歳代

18

30

歳代

4

20

ヘルパー

警察

消費生活センター

市役所

2018 年度富里市消費生活センター契約当事者
（件）
の年齢別相談件数
歳代

歳未満

20

区長会

介護サービス事業者

郵便局

金融機関

防犯指導員連合会

自治会

高齢者福祉課

地域ボランティア
その他
NPO等関係機関
商店

民生委員
児童委員

社会福祉
協議会

市民活動推進課

関係機関

被害救済
未然防止

・地域包括支援センター巡
回対象者であるかどうか？
・生活環境の詳細把握
・地域包括支援センター
巡回時での声掛け
・情報提供 など

このほか、地域包括支援センター経由で、高齢者と社会福祉士等が
消費生活センターへ来所し一緒に相談するなど、連携して対応するこ
とで高齢者に対して適切な対応が可能となっている。
また、相談内容（被害状況）により、認知症の疑いの発覚や進行具合
が分かるため、地域包括支援センターで成年後見制度を検討するきっ
かけにもなっている。

て対応する体制を整えることで、見守り対象者
に対して適切な対応が可能となっています。ま

ることは難しいと言えます。さらには、相談窓

た、相談内容によっては、認知症の疑いがある

口が周知されていないことにより、消費者被害

人も含まれているため、消費者被害防止だけに

が拡大してしまう事例が発生しています。
このようなことから、次の 3 点が課題となっ

とどまらず、生活支援、医療支援につながる事

ています。

案も増加しています。

①消費生活センターを核とし、協議会委員と連携

課題と今後の展開

しながら効果的な情報を消費者に届けること。

消費者が自主的に消費者被害を防ぐために

②見守り対象者に適切な見守り体制を構築する

は、悪質商法の手口を知ることが基本です。そ

ため、協議会で検討し、地域の関係団体と連

して、相談窓口の存在と機能を知ってもらうこ

携していくこと。
③消費者問題について活動する人材の育成や活

とが必要です。

動支援のあり方を協議会で検討し、推進して

しかし、次々に新しい手口が出てくるため、
消費者がすべての最新の手口を把握することは

いくこと。

困難です。また、特に高齢者は多種多様な情報

今後も協議会を中心にこれらの課題により良

の中から自分の年代・環境に合った情報を選ぶ

く対応できるよう活動し、地域に根差した消費

ことや、自主的に消費者被害防止・解決に当た

者行政を推進していきたいと考えています。

2019.7 国民生活
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消費者問題

アラカルト

チケット不正転売禁止法で
どう変わる？
岡田 崇

Okada Takashi

弁護士

大阪弁護士会所属（51 期）。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員。消費者センターや IT 企
業の顧問を務める。インターネットに関連する消費者問題に取り組む。

2019 年 秋 の ラ グ ビ ー ワ ー ル ド カ ッ プ や
2020 年夏の東京オリンピック・パラリンピッ

Q :	なぜ本法が制定されたのですか？

クに向け、
「特定興行入場券の不正転売の禁止等

A : かつてダフ屋は暴力団関係者が多いとされ

による興行入場券の適正な流通の確保に関する

ていましたが、インターネットの普及により、

法律」
（略称：チケット不正転売禁止法、以下、本

一般の人でも簡単にチケットの転売行為ができ

法）
が 2018 年 12 月14 日に公布され、2019 年

るようになりました
（いわゆる
「ネットダフ

６月14日から施行されました。法律の施行でど

屋」
）
。そのため、人気のコンサートやスポーツ

こが変わるかについて Q&A で解説します。

Q :	従前はどのように
規制されていましたか？

表１ 東京都迷惑防止条例のダフ屋行為の禁止
乗車券等の不当な売買行為
（ダフヤ行為）
の禁止
2条1項

A : チケットを転売目的で購入したり、転売し
たりすることについては、従前、各地の迷惑防
止条例において、ダフ屋行為として刑事罰の対
象となっていました
（ダフ屋とは、乗車券等を
転売目的で購入し、購入希望の人に売りさばく
業者のことです。
「ダフ」
というのは、チケット
＝フダを逆にした倒語です）
。
代表的な東京都迷惑防止条例は表１のとおり
です。規制の対象が
「公共の場所」や
「公共の乗
物」におけるダフ屋行為に限定されています。
これらの規制に違反した場合、６月以下の懲
役または 50 万円以下の罰金（８条１項１号）
、
常習のときには１年以下の懲役または 100 万
円以下の罰金が科せられます
（８条８項）
。
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何人も車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関
を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その
他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物
（以下
「乗車券等」という。）を不特定の者に転売し、又は不特
定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗
車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行
場その他の公共の場所
（乗車券等を公衆に発売する場所
を含む。以下
「公共の場所」という）又は汽車、電車、乗
合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物
（以下「公
共の乗物」という）において、買い、又はうろつき、人
につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画
を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしては
ならない。
2条2項
何人も転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又
は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はう
ろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他
の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろ
うとしてはならない。
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消費者問題

アラカルト

イベントのチケットが早々に売り切れてしま

転売されているチケットとしては、
「興行入

い、オークションサイトや非公式な販売サイト

場券」以外にも、乗車券や指定券、遊園地のア

に高値で出品され、社会問題になっています。

トラクション利用券、グッズ販売の整理券など

このようなネットダフ屋については、イン

がありますが、法の禁止の対象に含まれないこ

ターネットは「公共の場所」
や
「公共の乗物」
には

とになります。

含まれないと解されていることから、転売目的

したがって、招待券などの無料で配布された

で「公共の場所」
で購入する場合を除き、迷惑防

チケット、転売を禁止する旨の記載が無いチケッ

止条例の対象外となります。

ト、日時指定のないチケット、購入者等を確認

また、迷惑防止条例においてダフ屋が規制さ
れていない地域もありますし、規制されていて

していないチケットやその旨を表示していない
チケットは法の禁止の対象ではありません。

も、規制対象や刑罰が異なっているといった問
題もあります。
そのため、最近では、ネットダフ屋について、
転売目的でチケットを入手したことをとらえて

Q :	どのようなことが
法律違反になりますか？

古物営業法違反
（無許可営業）
としたり、チケッ

A : 本法は、
「特定興行入場券の不正転売」
（３条）

ト購入時の規約に違反して転売目的で入手した

および
「特定興行入場券の不正転売」
を目的とす

として詐欺罪で検挙したりした事例も見受けら

る譲り受け
（４条）
を禁止しています。

れます。

Q :	どのようなチケットが
禁止の対象となるのですか？
A : 演劇、コンサート、スポーツなどのイベント
チケットのうち
「特定興行入場券」
（図）
が禁止の
対象とされており、表２のように定義されてい
ます。
「興行入場券」には紙媒体である証票以外に、
番号、記号その他の符号も含むとされているの

表２ 特定興行入場券等の定義
2条1項
（興行）
日本国内において、映画、演劇、演芸、音楽、舞踊そ
の他の芸術及び芸能またはスポーツを不特定または多
数の者に見せ、または聴かせること。
2条2項
（興行入場券）
「興行」を行う場所に入場するために用いるチケット。
番号、記号その他の符号も含む。

で、QR コードのようなデジタルチケットも含

2条3項
（特定興行入場券）

まれます。

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の 3 つの要
件を満たしていなければならない。

図

特定興行入場券の表示例

国民○○

▲▲公演

20××年 7月20日
（日）
18：30開場 19：00開演

□□劇場

1列2番

3,500円（税込）主催：国民○○

1列2番
20××年
7月20
（日）
19:00開演

※主催者の同意なく、有償で譲渡することは禁止します。
この入場券は、購入者の氏名及び連絡先を確認したうえで
販売されたものです。

2019.7 国民生活

①売買契約の締結に際し、興行主の同意のない有償譲
渡を禁止する旨を明示し、その旨を興行入場券の券
面
（電子チケットは映像面）
に表示していること。
②興行が行われる特定の日時・場所、座席
（座席指定で
ない場合は入場資格者）が指定されたものであるこ
と。
③座席が指定されている場合、購入者等の氏名と連絡先
（電話番号、メールアドレス等）を確認する措置が講
じられており、その旨を券面等に表示していること。
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消費者問題

アラカルト

「特定興行入場券の不正転売」
とは、興行主等

ではありません。

の事前の同意を得ないで特定興行入場券を、興

もっとも、非公式な販売サイトなどで個人間

行主等の販売価格を超える価格で業として有償

でチケットを購入したことによるトラブルは

譲渡 ( 販売 ) する行為です
（２条４項）
。

多々見受けられます。例えば、①チケットを購

これらの規制に違反した場合、１年以下の懲

入して当日会場に行ったが、主催者に禁止され

役もしくは 100 万円以下の罰金またはその両

ている転売チケットであることを指摘され入場

方が科せられます
（９条）
。

できなかった。
返金を求めたが返してくれない。

「業として」とは、
「反復継続の意思をもって」

また、返金されたとしても、交通費等は弁償し

ということを意味し、業者のみならず個人も含

てもらえない ②お金を振り込んだが、チケッ

まれます。例えば、熱烈なファンが良席確保の

トが届かない ③公演が中止になり、主催者か

ために、大量のチケットを購入し、最良の席以

ら返金を受けたが、元の販売価格よりも高く

外を転売する場合や、必要な枚数を超えて購入

買っていたため、損をしてしまった、といった

し転売する場合であっても、過去に同様の行為

ものがあります。

を繰り返しており、転売により多額の収益を得

消費者としても非公式な販売サイトで購入す

ているのであれば、
「業として」
に当たる可能性

ると相応のリスクがあることから、興行主や正

があるので注意が必要です。

規の委託業者、もしくは興行主から許可を受け

また、「有償譲渡」
が対象ですので、無償で譲
渡する場合は含まれません。

た公式のリセールサイトを利用したほうがよい
でしょう。

さらに、転売価格が興行主等の販売価格を超
えていることが要件になっていますから、超え
ていないものであれば含まれません。ここでい
う興行主等の販売価格にシステム利用料や発券

Q :	チケットを入手したが、直前に
都合が悪くなった場合には？

手数料が含まれるかどうかは必ずしも明確では

A : 興行主等のホームページやチケットの券面

ありませんが、含まれないものとして理解した

を見て、転売や譲渡を認めているかを確認すべ

ほうが無難と思われます。他方、送料等が明示

きです。そのうえで、転売を禁止しているとき

されている場合に転売価格には含まれないとも

には、非公式な販売サイトを利用して転売する

考えられますが、送料等があまりに過大で規制

ことはやめましょう。
「興行入場券」でないチ

を潜脱する目的で設定されたことが明確である

ケットだったり、
「特定興行入場券」
の要件を満

ようなときには、送料等も転売価格に含まれる

たさないチケットだったり、反復継続の意思が

と解されます。

なかったり、興行主等の販売価格を超えていな
かったりすれば、本法には違反してないことに

Q :	非公式な販売サイトで購入したら
どのような問題があるのか？

なりますが、購入した人が入場できないなどの

A : 購入することについて法で規制されている

興行主から許可を受けた公式のリセールサイ

のは、「特定興行入場券の不正転売」
を目的とす

トがあればそれを利用して、転売するのがよい

る譲り受けですので、このような要件に該当し

でしょう。

トラブルの発生が予想され、ひいては転売した
人が責任追求をされる可能性もあるからです。

なければ、本法においては規制されているもの

2019.7 国民生活
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第

困ったときの

2

回

（公財）
日本クレジット
カウンセリング協会

相談機関

相談できること

連絡先

概要

多重債務者の生活、債務、弁済方法等に関する相談および助言
多重債務者の弁済計画の策定および同計画の債権者への提示
多重債務者の弁済計画の履行に関する助言
多重債務者に対する破産・民事再生等の司法手続きに関する助言
多重債務に陥る可能性のある者に対する相談および助言

料金

相談は一切無料

多重債務ほっとライン
☎ 0570-031640
（おこまりならまるまるさいむほっとライン）
月曜～金曜の 10：00 ～ 12：40
14：00 ～ 16：40
ただし、年末年始、土日・祝日等を除く
〒 160-0022
東京都新宿区新宿 1 丁目 15 番 9 号 さわだビル 4 階
☎ 03-3226-0140
http://www.jcco.or.jp/

協会の概要および設立経緯

協会のカウンセリング事業

日本クレジットカウンセリング協会（以下、

協会の主要な事業は、
「いったん多重債務に

協会）は、1987 年５月 11 日、
「多重債務者の

陥った人やそのおそれのある人を救済、更生す

カウンセリングによる救済は、クレジット社会

る」ためのカウンセリング事業を行うことにあ

が進行している中、日本の急務である」という

ります。この事業は、消費者保護の観点から公

通商産業省（当時）
の基本構想に基づいて、
公正・

正・中立な立場で実施するものであり、これは、

中立な立場から多重債務者の更生・救済を図る

消費者基本法に示されているような、多重債務

ことを目的とした財団法人として、日本弁護士

者と債権者の間の、知識・情報力、交渉力等の

連合会やクレジット業界、消費者団体等の協力

格差を勘案したうえでの公正・中立性を確保し

の下に誕生しました。

ながら実施するということです。

設立時のカウンセリングの対象は、
「クレジッ

カウンセリング事業の手順

トの利用者であって複数の債権者に対する債務
の返済が困難な状態に陥った債務者」となって

協会のカウンセリング事業は、東京および大

おりました。しかし、設立から 15 年経過した

阪のカウンセリングセンター（常設組織）と全

2002 年、個人の自己破産の申立件数が急増す

国 19 箇所に開設される相談室
（非常設組織）で

る中で、新たに貸金業界と銀行業界の支援を受

実施しています＊。

け、金融庁と経済産業省共管の財団法人に移行

〈電話相談〉

してからは、協会は、業態の垣根を越えた新し

協会のカウンセリング事業は、東京および大

いカウンセリング機関として、クレジットや消

阪のカウンセリングセンターで、専門資格（消

費者ローンの別なく、すべての消費者信用に係

費生活アドバイザーなど）を有する協会のアド

る多重債務者の救済を行うようになりました。

バイザーカウンセラーが、全国共通の電話番号

そして、その後、2012 年には公益財団法人

にかかってくる電話相談に応じることからス

として新たなスタートを切り、公益的機能を

タートします
（図）
。問い合わせに回答・助言し

いっそう発揮していくこととなりました。

て解決する場合や、明らかに自己破産、個人再

＊

http://www.jcco.or.jp/center/
 京および大阪センターでは、年末年始、土日・祝日を除く月曜日～金曜日に相談を実施。相談室は、面接相談日に現地の会議室を借りて開設。
東
電話でのカウンセリング予約受付は、全国共通のナビダイヤルで、東京および大阪センターで行う。
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図

カウンセリングの流れ

家計再建に向けた助言や

カウンセリングの受付
・電話相談
（多重債務ほっとライン）を通じて、カウンセリング日時を予約します。
・協会から相談者に対し、あらかじめ記入して頂く書類を郵送し、必要な持参物（※）を連絡します。
（約 1 ～数週間後）
債務整理が必要な場合

助言で完結する場合

・協会による任意整理以外の債務
整理（自己破産、個人再生等）が
必要または適当な場合

債権者に対し、取立行為の中止
と弁済計画の策定に必要な資料
の提供を求めます。

弁護士会、法テラス等の適切な
機関を紹介します。

無料の任意整理の開始！

相談者と話し合いながら、弁済
計画を策定します。
債権者へ提案・交渉します。
弁済契約を締結します。
弁済契約を履行します。

臨床心理士などの心理ケ
ア関係の専門資格を有す

カウンセリングの開始

・協会による任意整理が可能で、
相談者が希望する場合

支援を行います。また、

るアドバイザーカウンセ
ラーの参画により、心理
的な問題を抱えた相談者
への支援も行っていま

カウンセリングの終了！

カウンセリングの終了！

す。
カウンセリングの結
果、相談者が希望し、相

任意整理の継続が困難なことが
明らかになった。

（※）
必要な持参物
協会から事前に送
付する①カウンセリ
ング申込書や債務一
覧表に必要事項を記
入のうえ、②借入れ
や弁済に関する書類
（カード、請求書等）
、
③収入が分かる資料
（給与明細書等）、④
本人確認書類（免許証
等）、⑤印鑑（スタン
プ印以外）とともに持
参ください。

相談者が債権者に
直接弁済します。

契約どおりの履行が困難にな
り、相談者が希望する場合等

完済
カウンセリングの終了！

再カウンセリング
再カウンセリングの開始

談者の生活に有益である
と考えられる場合には、
債務整理のうち、いわゆ
る任意整理
（債務の減額
や分割払いを債権者と交
渉して、債務者の支払能
力に応じた弁済計画を立
てる債務整理）を弁護士
カウンセラーが中心と

生相当と認められ、弁護士会や法テラス等への

なって行うことになります。その際、家計改善

相談を勧める場合以外は、基本的にカウンセリ

のためのカウンセリングも併せて行います。た

ング（面接相談）
の予約を受け付けています。ク

だし、任意整理の主体は、あくまでも相談者本

レジットや消費者ローンを利用し、多重債務と

人です。カウンセリングという手法を用いるの

なった方、またはそのおそれのある方が対象で、

もそのためで、相談者を
「代理」
して任意整理を

個人事業主で負債が営業に関して生じたもの

行うわけではありません。協会では
「介入」と

や、法人からの申し込み、いわゆる
「ヤミ金」
か

言っています。

らの借入れなどは対象外です。

2018 年度相談受付状況
（表）と事例は次のと

〈カウンセリング ( 面接相談 )〉

おりです。

予約を受け付けた相談者に対しては、カウン
セリングセンターまたは相談室において、カウ

表

ンセリング ( 面接相談）を無料で行うことにな
ります（初回は１時間、２回目以降は 30 分を
目途としています）
。
カウンセリングでは、弁護士会から推薦を受
けて協会が委嘱した弁護士カウンセラーと協会

電話相談件数と対応の状況

電話相談
件数

カウンセリ
ング受付

電話回答・
助言

他機関案内

6,042 件
(100.0％)

1,705 件
(28.2％)

1,969 件
(32.6％)

2,368 件
(39.2％)

カウンセリング受付とその処理結果

の消費生活関係の専門資格を有するアドバイ
ザーカウンセラーが、２人１組となって、債務
整理に関する法的な助言や支援ばかりでなく、
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カウンセリ 新規カウンセ
ング受付
リング件数
1,705 件
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1,378 件
(100.0％)

介入

弁護士会
等紹介

助言で
解決等

610 件
392 件
376 件
(44.3％) (28.4％) (27.3％)

困ったときの相談機関

また、和解契約締結後、相談者は、3 ～ 5 年

代表的な解決事例
50 歳代の正社員の男性、家族は妻と息子、孫
３人、収入は息子を含め家族で月 46 万円
（うち
相談者は 21万円）
、支出は住宅ローン返済の 10

の長期間にわたって返済を続けることになりま
す。協会基準で和解した場合には、返済期間中
に、万一、突発的な支出
（病気、失業、介護等）

万円を含め月 34 万円。債務は消費者金融等が４

により再度支払不能の状態になったとしても、

社 170 万円余りのほか、住宅ローン 1700 万円、

相談者が希望し、弁護士カウンセラーが認めた

自動車ローン 12 万円、住宅ローンを除く毎月の
返済は、消費者金融等と自動車ローンを合わせ
ほ てん

11 万円となっていた。借金の原因は生活費補填

ときは、再カウンセリングを行うことができる
ため、完済まで相談者を支援します。

現在の取り組み

である。
返済のための借金もあり、現状としては返済
に遅れはなかったものの、相談者の収入減少か

改正貸金業法の完全施行からまもなく 10 年

ら返済が行き詰まると考え、毎月の返済を減額

を迎えようとするなかで、多重債務者に関する

したくて法テラスに相談したところ、当協会を

指標の１つである
「無担保無保証の借入れの残

紹介された。
初回のカウンセリングの結果、消費者金融等
の４社に介入して引き直し計算したところ、返
済額合計が 160 万円弱と減額となった。そこで
４社合計月３万円の 50 回前後払いの長期返済
を提案し、４社とも和解契約ができた。協会の
無料の任意整理により、元本は減少、返済期間

高が 5 件以上ある人」の数は、大幅に減少しま
した。その背景には、過払い請求によって多重
債務者に支払われた過払い金を原資として、従
来からの借入れを完済できたという事情があっ
たと言われています。しかし、過払い請求の案
件が減少し、還付された過払い金を原資に債務

も長期に組み替えられ、将来利息の負担もなく

を返済しようとする任意整理が難しくなってき

なったことから、毎月の返済額が軽減し、何と

た今では、いったん多重債務に陥ると、たとえ

か生活再建に向けて踏み出すことができた。
（他の相談事例については
「詳しくは、

JCCO 検索

」

により協会ホームページを参照してください。
）

金額がそれほど大きくなくても、立ち直りが困
難になる事例が増加することが懸念されます。
ちなみに、減少傾向にあった個人の自己破産件
数は、2015 年を底に増加に転じ、その傾向が

〈協会の行う任意整理のメリット〉

現在も継続しております。

協会が、相談者と債権者の間に立って
（介入

そして、このような状況のなか、今後進展して

して）行う任意整理のプロセス全体は、日本弁

いくキャッシュレス社会は、新しい決済手段の登

護士連合会や関係業界
（クレジット、貸金およ

場によって、消費者に優れた利便性を提供する

び銀行の各業界）の理解と協力によって成り

と同時に、自らに合った適切な家計管理が求めら

立っています。協会の任意整理が無料であるの

れる社会への移行でもあります。そうであるな

も、協会の介入後は債権者の相談者に対する支

ら、今後、債務整理を行うに当たっては、時間を

払請求が中止されるのも、債権者が取引履歴の

かけて相談者に寄り添いながら納得できる解決

開示に応じるのも、そして協会の債務整理基準

方法を共に模索していくカウンセリング
（面接

において、返済額に将来利息や遅延損害金を含

相談）
という手法、とりわけ、家計の見直しと一

めないこと等としているのも、すべてこの理解

体となって取り組んで行くという当協会の事業

と協力に基づいています。これによって、協会

の重要性が増していくことになると思われます。

の任意整理においては、弁済計画の策定や家計

現在、協会では、カウンセリング事業の質の

の再建、返済資金の積立て等に関する助言など

向上とそのための効率的な体制づくりに取り組

を円滑に行うことができるようになります。

んでいます。
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SDGs

SDGsの基礎的な内容や、行政・公的機関等における取り組みを紹介します。
第

新連載

1

回

SDGs を知ろう
北郷 美由紀

Hokugo Miyuki

朝日新聞 SDGs 担当専門記者

2017 年１月から始まった報道企画「2030 SDGs で変える」を担当。これまで政治部、
国際報道部（インドネシア特派員）、オピニオン編集部で取材。

いつもの買い物が貧困問題や気候変動などの

の略で、
「持続可能な開発目標」
と呼ばれていま

地球規模の課題につながっているとしたら？

す。2030 年を期限とする17 分野の目標から成

自分の暮らし方がこれから先の世代が生きる環

り、169 のターゲットがあります。2015 年の

境を左右するとしたら？ SDGs は私たちが問

国連総会で全会一致で採択された
「我々の世界

題の一部であると同時に、解決していく力を

を変革する：持続可能な開発のための 2030 ア

持っていることに気がつかせてくれる世界共通

という文書に書き込まれています。
ジェンダ＊１」

の座標軸です。消費者としての視点と行動は、

冒頭に
「このアジェンダは、人間、地球及び

その座標軸を使いこなすうえで最も有効なもの

繁栄のための行動計画である」
との宣言があり、

です。

具体的な行動目標として SDGs が示されていま
す。2030 アジェンダには、平和と人権、環境、
開発、女性や先住民への支援といった国連のこ

世界共通の行動計画

れまでの取り組みが合流しており、実に読み応

SDGs は Sustainable Development Goals

＊1

えがあります。ぜひ読んでみてください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdf
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期限を設けて目標に取り組む国際社会の知恵
には、実は前例があります。それは 2000 年の

SDGs

動き出した企業

ミレニアム開発目標
（MDGs）でした。2015 年

これまで SDGs への関心を高めてきたのは企

までの８分野の目標があり、その１つは１日に

業です。先行する海外企業の例も参考にしなが

1.25 ドルで暮らす極度の貧困にある人の数を

ら、企業価値の創出や新たなビジネスチャンス

半減することでした。そしてこの目標は、アフ

を生み出すものとして動いています。経団連が

リカのサハラ砂漠以南を除いて達成されまし

企業行動憲章を改定し、SDGs への取り組みを

た。ほかにも途上国における初等教育の就学率

宣言したことも追い風になっています。
企業を SDGs に向かわせている背景には、新

がめざましく向上しました。
その一方で３秒に１人、５歳未満の子どもが

しいお金の流れもあります。投資家が投資先の

命を落とす状況に対し、死亡率を３分の１まで

企業を選ぶ際、事業が環境に及ぼすプラスとマ

に減らす目標などは達成できませんでした。そ

イナスの影響
（Environment）
、社会問題への

こで MDGs で未達成の課題を引き継ぎながら、

対応
（Social）
、企業統治
（Governance）
を考慮

グローバリズムの問題や深刻化する環境問題に

する ESG 投資です。短期の売り上げだけで判

も対応しようと設計されたのが今度の SDGs で

断するのではなく、中長期的な事業の価値や企

す。貧困については
「あらゆる場所のあらゆる

業そのものの持続可能性に着目したもので、運

形態の貧困を終わらせる」ことが目標になりま

用額は世界で 3100 兆円を超えています。

した。

消費者が動かしていく

進まないカスタマイズ

これから先、SDGs の達成に近づけるかどう

MDGsでの日本の役割は途上国支援でしたが、

かの鍵を握っているのは消費者です。17 分野

SDGs は日本が自らの課題として取り組むもの

の目標すべての当事者であり、できることがそ

です。日本政府は首相を本部長とする「SDGs

れぞれあるからです。
「持続可能な生産消費形

推進本部」を 2016 年５月に設置。民間の先進

態を確保する」という目標の 12 番から考えて

的な取り組みを表彰する「SDGs アワード」を発

みましょう。ターゲットの１つに、１人当たり

表したり、「SDGs 未来都市」を選定して地方自

の食料廃棄の半減があります。日本では１年で

治体での活用を推進したりしています。

646 万トンの食品ロスがあり、世界で必要な

本部で決定された実施方針やアクションプラ

食料援助の２倍に相当します。

ンもあるのですが、かなりの量で取っつきにく

飢餓を終わらせ、栄養改善を実現することは

いものです。これは各省庁から上がってきた施

目標の２番です。冷蔵庫の中身をチェックしな

策をそのまま並べているためです。
残念ながら、

がら使い切る、スーパーの商品を手前から取る

SDGs の切り口から施策を組み替えたりまとめ

といったことが、世界の状況を改善することと

たりする動きはまだありません。国連は各国が

地続きなのです。大量の食べ残しや使い忘れが

独自の目標や指標を作る
「カスタマイズ」
を推奨

ある一方で、栄養バランスのとれた食事は給食

していますが、霞が関のタテ割りを超えた政策

だけという子どもたちがいるのが今の日本で

立案には至っていません。

す。実は７人に１人の子どもが相対的貧困の状
況にあり、目標の１番である
「貧困の撲滅」を、
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日本はクリアできていません。

SDGs

になっています。本社に問題はなくても、内外の

捨てやすさの裏には安さがあり、それを支え

取引先に問題があれば知らないでは許されない

ているのは安価な労働力です。
「働きがいのあ

というわけです。この考え方を担保・定着させ

る人間らしい雇用の促進」という目標の８番に

るために各国ごとに行動計画
（NAP：National

矛盾しています。度々問題が明らかになる外国

Action Plan）
が策定されています。日本政府も

人技能実習生の扱いは、８番だけでなく、10

策定を急いでいるところです。消費者の権利を

番の「国内および各国間の不平等を是正する」
と

裏打ちする規定にもなるので、注目です。

いう目標にも逆行しています。

消費者には企業や行政、政治家へ働きかける

私たちの「使う責任」
は、国境を越えて延びて

ことによって課題解決を促す力があります。

います。おいしいチョコレートは、カカオを生

SDGs はその力を発揮する好機です。サービス

産するガーナでの児童労働やパーム油を生産す

の受け手としても、貯金や投資においても自覚

るインドネシアでの森林破壊に関係していま

が欠かせず、そのための啓発や教育も求められ

す。安売りで買ったＴシャツや靴からバングラ

ます。コトへの消費が注目されていますが、コ

デシュでの劣悪な労働環境を、スマホからコン

トを SDGs の文脈のなかに位置づけて知らせて

ゴでの紛争

＊２

を、つけっ放しの電気から地球

いけば大きな推進力となるでしょう。

温暖化に拍車をかける二酸化炭素の排出を思い
出す。そうした知識と想像力をもとに、自分が
できることはないかと考えることから始めたい

接着剤効果で攻めの業務を

ものです。フェアトレードやエシカル消費は１

SDGs の取材をしていてつくづく感じること

つの答えですが、まだ一般的ではありません。

は、
「接着剤」
の効果です。複数の課題を統合的

商品やサービスが SDGs に照らし合わせて広範

に解決していく発想と呼びかけが、これまで縁

な責任を負ったかたちで提供されるよう働きか

のなかった人たちを各所で出会わせています。

け、買い物のかたちで支持することも、消費者

そこから企業と NGO・NPO との協働や、官民

の役割です。

協力、
異業種同士の提携などが生まれています。

この役割を果たすうえでよりどころになるの

消費生活センターの業務でいえば、SDGs を

が「ビジネスと人権」の考え方です。11 年に国

使って業務を
「受け身」
から
「攻め」
に広げられる

連人権理事会で承認された
「ビジネスと人権に

かがポイントです。
協力する教育現場を増やす、

関する指導原則」に基づくもので、政府には人

企業との対話を始める、NGO・NPO と本気

権保護の義務、企業には人権を尊重した事業活

で協働する、行政のタテ割りを打ち破るプロ

動を求め、救済措置を盛り込んでいます。人権

ジェクトを立ち上げて中心軸になるなど、でき

の尊重は SDGs の基底を成すもので、「誰も置

ることはいくらでもあります。

き去りにしない」という基本理念もここから派
生しています。

誰もが消費者であり、当事者です。SDGs と
いう座標軸を手にしているからこその、道筋を

この指導原則により、企業は原料の調達から

考えていきませんか。

生産・流通・販売に至るまでのプロセスすべてで
少なくとも道義的な責任を負うことが国際基準
＊２	コンゴではスマートフォン等の電子機器に使用されるレアメタルが採掘されているが、これが武装勢力の資金源となり、紛争が続く要因となっ
ている。児童労働の温床にもなっている。
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地域防災
第

8

回

災害時の多様性配慮（1）
池田 恵子

Ikeda Keiko

静岡大学教育学部・同防災総合センター教授

専門は社会地理学。減災と男女共同参画研修推進センター共同代表。多様な人々の視点に基づく
防災体制づくりのための調査・研修・教材作成に力を入れている。

多様性配慮が被害を軽減する

支援者）に犠牲が集中し、長期的な避難生活に
よる健康状態の悪化や災害関連死が大きな問題

私たちの地域には、多様な人々が暮らしてい

になっています。育児・介護・看護を担う人の

ます。高齢者、乳幼児、子ども、障がいのある

多くは女性で、ケアに関する知識も女性のほう

人、妊産婦、外国人……。性別や立場が違えば、

が豊富なのが実情です。女性への支援を充実さ

暮らしの中で必要な住環境、物資、サービスも

せ、地域コミュニティーの防災体制で女性が男

違ってきます。
災害時にも同じことが言えます。

性と並んで責任ある担い手となれるようにする

性別や立場によって、直面する困難と必要な支

ことは、避難行動要支援者、要配慮者の支援の

援は異なります。しかし、過去の大災害では、

充実にも直結します。近年増えている男性ケア

多様性への配慮が十分ではなかったために被災

者も男性ならではの問題を抱えています。被災

時の困難は増し、被害が拡大しました
（表）
。

した男性の課題も多くあります。

多様性に配慮することによって、被災者支援

地域防災に多様性配慮の視点を組み込むと

の質が格段に向上します。なかでも女性の視点

は、多様な状況にある男女が共に責任ある立場

は重要です。近年の大災害では、１人で避難す

で災害への備えを担う体制をつくることだと言

ることが難しい高齢者や障がい者
（避難行動要

えます。

表

東日本大震災でみられた性別・多様性への配慮に関する主な課題
課題の領域

課題の主な内容

① 生活環境

プライバシーや衛生問題、乳幼児・障がい者・認知症など集団生活・避難生活が難しい人と家族の困難

② 救援物資

育児・介護用品や女性用品の不足傾向、在宅避難者が物資を受け取れない

③ 心身の健康

女性の不眠傾向、生理時の困難、婦人科系の疾患、妊産婦・褥婦・要援護者の専門支援不足、エコ
ノミークラス症候群の重症患者は女性に集中

④ 安全面

DV・性暴力・ハラスメント
（被災者・支援者ともに、加害者・被害者のいずれにもなり得る）

⑤ 性別役割の強化

家事・育児・介護の重労働化、受け入れ親族の世話、避難所での炊き出しや掃除が女性への過度な
負担となる一方で、避難所運営などの負担が少数の男性へ集中

⑥ 経済生活

解雇、保育・介護支援が不十分な状況下での就労、支援制度等の世帯主主義による義援金・支援金・
補償金などの使途へのアクセスの欠如
（とりわけ DV 被害女性）
、母子家庭の貧困化など

⑦ 意思決定に関わる
男女比などの偏り

避難所運営をはじめ地域の共助・支援活動・復興協議の場などの責任者や委員の大半が男性、復興
アンケートは世帯主宛で、女性、若者、障がい者などの意志が反映されにくいなど

⑧ 復興期の家庭・
地域の人間関係

男性の孤立・引きこもり・不慣れな介護の問題、DV・児童虐待、住宅再建等をめぐる家族関係、
復興後のコミュニティーのあり方

じょく ふ

出典：東日本大震災女性支援ネットワーク調査チーム、2012 年『東日本大震災における支援活動の経験に関する調査報告書』
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地域防災

く理解しています。また、地域の外に専門的な

女性が少ない防災分野

支援団体のネットワークを持っている人が多い

従来、福祉、子育て、環境美化などの地域活

です。

動は、実質的に女性が下支えしてきました。し

近年は、防災への備えに関心を持つ女性グ

かし、地域の共助を担う自主防災組織とその基

ループや子育てグループが、自主的な学習会を

盤となっている自治会・町内会などの地域組織

開いて現実味のある支援・受援のしくみをつく

では、行政との窓口となり重要な決定を行う役

る例も増えています。例えば、母親たちによる乳

職者の大半を自営業や退職した世代の男性が占

幼児のいる世帯向けの防災手帳や、アレルギー

めています。女性の視点が反映されやすい体制

のあるお子さん用のサインプレート作成などで

にはなってはいません。例えば、自主防災組織

す。自主防災組織がこれらの団体と普段から連

活動カバー率が全国トップ
（2014 年現在 95％）

携しておけば、災害時に大きな力となります。

の静岡県では、女性の役員が１人もいない自主

②防災訓練
防災訓練にも、多様性配慮を取り入れること

防災組織が約６割を占めています
（静岡県危機
）
。
管理部、
「平成28年度 自主防災組織実態調査」

ができます。毎年曜日や時間帯を固定せず、平
日昼間、夜間、休日などいろいろな時間帯に実

性別・多様性に配慮した災害への備え

施すると多様な人々が参加しやすくなります。
地域の女性団体や市民団体、学校、こども園や

東日本大震災以降、地域防災の活動に男女共

企業、事業所などと連携して防災訓練を企画す

同参画と多様性配慮の視点を取り入れること

ると、多様な立場の人々や家族が興味関心を持

は、国の「防災基本計画」
でも基本方針として明

ちやすくなります。また実際のニーズに応じた

示されています。これを実現するための具体的

訓練にするヒントが得られやすいでしょう。

な指針を作成する都道府県や市区町村が増えて

訓練の役割を性別で固定しないことも重要で

います。静岡県では
『男女共同参画の視点から

す。
「機械操作は男性、炊き出しは女性」
と決め

の防災手引き書』 を作成し、自主防災組織と

つけてしまえば、イザ！ というときに、それし

防災訓練の見直しを進めています。

かできなくなります。

＊

①組織づくり

地域の備蓄品や防災資機材選びも重要です。

組織づくりのポイントとして男女双方がリー

女性や乳幼児、介護者などのニーズも把握して

ダーになることが望ましいですが、一朝一夕に

備蓄品を選定し、より多くの人が使える防災資

は難しいかもしれません。そんな時は、活動の

機材を用意することで、多様なニーズに配慮し

班分けで男女の役割を性別で固定せず、男女双

つつ支援する側に回れる人を増やせます。

方が班長になるところからスタートすることも
できます。

これらの活動は、日常から行うことが重要で
す。日頃からしていないことは、災害時にはで

平常から地域のさまざまな団体と連携してお

きません。多様な個人の意見を聞き、組織の運

くことも有効です。女性団体、市民団体、当事

営に反映させることが普段から当たり前になっ

者団体には女性リーダーが多くいます。彼女た

ている地域では、災害時にも多様な人々から協

ちは、活動を通して住民を見知り、ニーズをよ

力を得やすいのではないでしょうか。

＊

静岡県ホームページ「男女共同参画の視点からの防災」https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/bousaitebikisho.html
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海外ニュース
文/安藤 佳子

香

港

Ando Yoshiko

刺身をテストする

● HKCC ホームページ https://www.consumer.org.hk/ws_en/news/press/510/raw-salmon-tuna.html
● 農林水産省 水産庁ホームページ http://www.jfa.maff.go.jp/j/tuna/kakaku/pdf/081202price-4.pdf


ほか

刺身は香港で多くの消費者に好まれている。そこ

つ検出、
マグロからは寄生虫の卵も検出された。コー

で HKCC（香港消費者委員会）
では、市内のレストラ

デックス委員会の規範は、生で供される魚貝類には

ンやスーパーなどの刺身 50 点
（マグロ 19、サーモ

寄生虫駆除のため特定の冷凍処理
（－ 20℃で７日間

ン 31）を購入し、重金属の含有量、寄生虫の有無、

等）を規定しているが、ウィルスなどは死滅しない

魚種の表示などをテストした。

ためサルモネラ菌、ノロウィルス等は要注意だ。

その結果、マグロはすべての標本から香港の食品

魚種の表示については、サーモンのうち１つがニ

規則を上回るメチル水銀
（以下、水銀）
を検出し、中

ジマスだったがメニューには
「銀鮭」
と表記されてい

には基準値を 196％上回るものもあった。サーモン

たり、
メバチマグロをクロマグロと表記したメニュー

30標本の水銀含有量は適正であった。JECFA
（FAO/

が見つかった。日本の農林水産省によるとクロマグ

WHO 合同食品添加物専門家会議）が定める基準で

ロはメバチマグロの２～３倍の価格となる。HKCC

は、妊娠を控えた体重 60㎏の女性は今回の標本中

は詳しい調査のため関税当局に照会した。

の最多含有量のマグロ６切れで１週間分の上限を超

肉眼では寄生虫は見えず、重金属等の確認は専門

える。水銀は神経系統を害し、特に脳の発達に悪影

の分析によるしかない。HKCC は、取り扱い業者に

響を及ぼすため、妊婦や子どもには注意が必要だ。

は規則や基準の遵守を、また公衆衛生関係諸機関に

また、寄生虫をマグロ・サーモン双方で１標本ず

オーストラリア
● ACCC ホームページ

じゅんしゅ

は法執行と査察の強化を要望している。

弱い消費者の詐欺被害が甚大

https://www.accc.gov.au/media-release/vulnerable-consumers-lose-record-amount-to-scammers
https://www.accc.gov.au/publications/targeting-scams-report-on-scam-activity/targeting-scams-report-of-the-accc-onscam-activity-2018 
ほか

ACCC( オーストラリア競 争・消費 者 委 員 会 ) は

やはり
「投資」
と
「出会い系」
が多かったが、１件当た

2018 年に寄せられた詐欺被害報告をまとめた年次

りの損失額が障がいのない者より多い。先住民等で

報 告 書 を 公 表 し た。 総 数 は 約 177,500 件、 総 額

は 2,434 件、損失額 300 万ドル
（79％増）で、投資

１億 700 万ドル
（前年比 18％増）
にも上った。
「高齢

詐欺による損失額が最多の 110 万ドルだった。

者、先住民、障がい者などの社会的弱者の被害損失
が目立ち記録的に高額」
と ACCC 長官代理は述べる。
高齢者
（65歳以上）
の被害は約26,500件
（５％増）
、

送金手段では、銀行等金融機関からの振込・送金
は警戒が厳しくなり減少したが、ギフトカードや仮
想通貨、国際送金サービスなどが増加した。

損失額は 2150 万ドル
（22％増）
に上り、
「投資詐欺」

他機関への被害報告を合わせると、2018 年の国全

が最も多く
（760 万ドル）
、次いで
「出会い系詐欺」

体の詐欺被害は 378,000 件、被害額は４億 8900

（580 万ドル）
が多かった。数カ月間にも及ぶしつこ
い電話勧誘で投資に誘い、誘いに乗ると畳み掛けて

万ドルにも上る。手口は年々複雑化し、大半が海外
発の犯罪であるため取り締まりには限界がある。

送金を要求する。あるいは、高齢者向けの出会い系

ACCC では消費者個人の啓発と警戒を促すため、

サイト等から配偶者を失ったばかりの人物などを見

ガイドブックやツイッターで啓発情報を発信するほ

つけ、言葉巧みに送金を要求する。

か、金融機関や送金業者等の現場スタッフのトレー

障がい者の被害も7,800件、
870万ドルに上った。

ニングプログラムなども実施している。
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１オーストラリアドル＝約 75 円

海外ニュース
文 / 岸 葉子

Kishi Yoko

難民対象の消費者相談には難しさも

ドイツ

● バーデン＝ヴュルテンベルク消費者センター

ホームページ

https://www.verbraucherzentrale-bawue.de/fluechtlingshilfe

イスラム諸国等の難民・移民を大量に受け入れて

して、賠償責任保険への加入を勧めている。

きたドイツでは、言語や文化が異なる新住民の社会

また、難民から度々入る質問が、
「このジュースに

＊

統合が課題となっている 。生活スタイルはもちろ

は豚ゼラチンが含まれるか」など、宗教上の食事制

ん、契約意識も異なることから、地元民との相互理

限に関わるものだという。ところが、ＥＵには統一

解は簡単ではないという。そこで、各地消費者セン

的なハラル認証制度がなく、食品表示を見ても成分

ターでは、消費者として知っておくべき情報をドイ

が分かりにくいのが現状である。そこで、消費者が

ツ語のほか、英語、アラビア語、ペルシャ語
（一部

メーカーに直接、
書面で質問するのが近道だとして、

ロシア語）でホームページに掲載している。

難民に役立つ模範文例を紹介している。

例えば、難民の多くがスマホ所持を希望するが、

このように、情報が充実してきたとはいえ、消費

ドイツ語力が不十分なまま契約を急ぐと、不適切な

者センターでは在留資格や労働問題、公的社会保険

料金プラン等を選ぶおそれがあると注意を促す。こ

等の相談には対応できない。また、相談は原則とし

れは契約全般に言えることだが、少しでも内容が理

て有料であるうえ、法的な助言を含む相談では、使

解できない場合は、契約を結ばないよう忠告する。

用言語がドイツ語に限られる。したがって、難民に

その一方で、ドイツ生活ですぐに役立つ任意保険と

とって、相談のハードルは高いといえる。

＊

ウェブ版
「国民生活」
2016 年７月号「海外ニュース」参照

オーストリア

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201607_10.pdf

環境に配慮した園芸用土が望ましいが

● VKI
『消費者』
2019 年５月号 https://www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/MagazinArtikel/Detail&cid=318912546625
● ドイツ連邦環境庁ホームページ https://www.umweltbundesamt.de/themen/kein-torf-in-den-topf

室内やバルコニーで植物を育てるとき、保水性の

ほか

トモスの使用は法的に許容されていることから、使

高い良質な土が必要となる。その点、ピートモスを

用の有無によって評価に影響が及ばないようにした。

使用した園芸用土は理想的と言われている。ピート

その結果、ピートモス不使用の１商品が最高点を

たい せき

モスとは、長い年月をかけてミズゴケ類が堆積し、

獲得したが、他の不使用品には欠点が目立ったとい

泥炭化したもの。オーストリアでは、ほとんど採掘

う。例えば、窒素分が極端に少ない商品、金属粒子

されておらず、その多くが北・東ヨーロッパからの

が多量に混ざっていた商品等が見つかり、総合的に

輸入品だという。ところが最近、ピートモス採掘に

低評価を受けた９商品のうち、８商品がピートモス

よる生物多様性の喪失、温室効果ガスの放出等を指

不使用品だったという。同協会は、環境保護の観点

摘する声が高まり、
「ピートモス不使用」
をうたう園

からピートモス不使用品が望ましいという立場を取

芸用土が増えている。

るが、どちらの商品を選択するかは、消費者が決め

そこで、VKI（オーストリア消費者情報協会）は

ることだとする。

AGES（ オーストリア保健・食品安全局）と共同で、

なお、
病原性リステリアが検出された２商品（ピー

花用の土 19 商品（うちピートモス不使用品は 11 商

トモス使用品と不使用品）に対しては、総合点が０

品）を対象に、栄養分
（窒素、リン酸、カリウム等）

点と厳しい評価となった。

や異物、細菌等のテストを行った。もっとも、ピー
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探検！

計量の世界

第

4

回

計量制度の歴史

東京都計量検定所

東京都生活文化局に設置された計量行政機関。都民の暮らしを守るため、正しい計量の確保を目的として、計量法に基づきさまざまな業務を行って
いる。より詳しい情報は、東京くらしWEBの東京都計量検定所ウェブサイト(https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/keiryo/)、右QRコードへ。

計量制度は貨幣制度と並び、経済活動の根幹

を成す制度といわれています。今回は、日本の計

量制度について、
その歴史を探ってみましょう。

江戸時代までの日本の計量制度
日本では、古くから中国発祥の尺貫法による

計量単位や計量器を使用していて、計量制度も

唐の律令制度を手本に 701
（大宝元）年に制定

した大宝律令で度量衡制度を定めたのが始まり

です。この制度は、国家の根幹となる租税・貨幣・
土地制度などの確立のため、計量の基準を定め

あったことも幸運でした。日本の近代計量制度
がメートル法とともに歩みを進めたことは、日
本が技術大国となった礎の１つと言えます。

その後 1891
（明治 24）年に、欧米の計量制

度に倣い制定した
「度量衡法」
を公布してメート
ル法を正式に導入し、第２次世界大戦終戦後の
1951（昭和 26）年には、新憲法・地方自治法

に対応し、国際的視野に立ち社会経済の変化に
も適応した
「計量法」
を公布して民主的・合理的
な新たな計量制度をスタートさせています。

この計量法も、戦後の劇的な社会状況等の変

る必要性から制定されました。この後、豊臣秀

化、例えばメートル法の完全実施や公害等の環

が、江戸時代までは基本的にこの度量衡制度に

正を経て、1993
（平成５）
年 11月１日に
「新計量

度量衡制度では、長さ
（度）
・体積
（量）
・重さ

これを記念して 11 月１日を計量記念日と定

吉の太閤検地の際など何度かの改正を経ました
基づき計量行政が実施されました。

（衡）
の３種類の単位について主に規制しており、
①租庸調などの徴税のために、田畑など土地の
面積や穀物の収穫量などの体積を全国同じ方法

境問題、計量器の電子化などに応じた数次の改

法」
と呼ばれる現在の計量法が施行されました。
め、全国各地で記念日行事が行われています。
皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。

で正確に計量する ②金貨や銀貨などのひょう

量貨幣（金・銀の重さで価値が決まる貨幣）
の重
さを正確に計量することが主な目的でした。

近代日本の計量制度
明治という近代日本の始まりから令和がス

タートした現在までの間に、私たちの生活環境
は大きく変わりました。計量の世界も、科学技
術の進歩、経済・産業の国際化、情報化の急速
な発展などにより、旧来の度量衡からナノテク

ノロジーなどの最先端技術を取り入れたハイテ

クで高精度の計量へと大きく変わっています。

ここで、明治以降の近代日本の計量制度を振

り返ってみましょう。度量衡取締条例を公布し
た 1875（明治８）年にはフランスでメートル条

約が成立、日本は 1885
（明治 18）年に加盟し
1890
（明治23）
年には欧米各国と同時期にメー

トル原器とキログラム原器を受け取りました。
日本が旧来の尺貫法にこだわらずメートル法に

移行できたのは、明治維新という変革の時代で
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●計量の始まり
前 4000 年頃
前 1700 年頃
前 250 年頃

前 221 年
前 200 年

バビロニア人が度量衡を創設。
黄河下流に興きた中国文明が度量衡制度の痕跡を
示す。
アルキメデス、てこの原理解明・アルキメデスの
原理発見。エラトステネスがエジプトで地球の大
きさを測る。
秦の始皇帝が度量衡を統一。
ローマでビロがさおばかりを発明。

●日本の計量制度の歴史
701
1582
1669
1768
1814
1875

大宝１
天正18
寛文９
明和５
文化11
明治８

大宝律令公布。度量衡制度を定める。
豊臣秀吉が太閤検地を開始。計量単位を統一。
江戸のますを京ますに統一。
平賀源内、日本で初めての温度計を作る。
伊能忠敬、全国測量図を版行。
５月 フランスでメートル条約成立。
８月 度量衡取締条例公布。
1885 明治18 10 月 メートル条約加盟。
1886 明治19 ４月 16 日 メートル条約加盟を公布。
1890 明治23 ４月 国際度量衡局から、メートル原器およびキロ
グラム原器到着。
1891 明治24 ３月 度量衡法公布。メートル系原器を標準とする
尺貫法を制定。
1921 大正10 ４月 11 日 メートル法を基本とする改正・度量衡
法を公布。
1951 昭和26 ６月７日 計量法公布。
1952 昭和27 ３月 計量法施行。
1959 昭和34 １月 メートル法完全実施。
1993 平成５ 11 月 新計量法施行。SI 単位系の採用。
2000 平成12 ４月 地方分権の推進に伴い、計量行政が機関委任事
務から法定受託事務・自治事務として規定された。
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このコーナーでは、消費者教育の実践実例を紹介します。
第

63 回

お金の流れや社会のしくみを楽しく学ぶ

消費者教育
実践事例集

消費者教育イベント
「キッズタウン」
小田 奈緒美

Oda Naomi

就実短期大学生活実践科学科講師

椙山女学園大学生活科学部卒業後、同大学大学院生活科学研究科にて博士（人間生活科学）を取得。
現在は家庭経営や経済の授業を担当している。

『令和元年版消費者白書』
( 消費者庁 ) によれ

民総会を開き、まちのキャッチフレーズや働く

ば、2018 年の消費者被害・トラブル額の推計

時間、税率など、市議会で検討した内容を発表

結果は約 5.4 兆円 と、多くの人がお金のトラ

し、子ども市民の承認を得てまちのしくみを決

ブルや被害にあっていることが分かります。最

定していきます。その後、
専門家の指導のもと、

近では、小中学生もスマホを持ち、課金ゲーム

当日に販売する商品を作る練習をします。そし

の高額請求問題なども起きています。こうした

て、イベント後の第３回会議では、市議会から

被害を減らすためには、被害にあう前に消費者

各店舗の来店者数や売り上げなどが発表され、

教育を行う必要があります。そこで、小学生向

自分がいくら給料を得て、使ったかなどの収支

けに楽しく学べる体験型の消費者教育イベント

計算をし、楽しかったことを発表し合います。

＊

「キッズタウン」
を開催しました。

学生たちによる自主的な運営

職業体験や市民体験を通して学ぶ
「キッズタウン」とは、ドイツで 1979 年から
開催されているまちづくりの遊び
「ミニ・ミュン

このイベントを企画・運営しているのが就実
大学・短期大学の SCO
（Shujitsu Consumer
education Organization）
同好会です。

ヘン」をモデルとし、そこに消費者教育に必要

当初、このイベントは、消費者教育の効果を

な要素を取り入れ、仮想のまちの中で職業体験

測る目的で、2017 年に試行的に岡山市立京山

や市民体験ができるものです。まちには４つの

公民館で実施しました。その時に、ボランティ

エリアがあり、①公共エリアには市役所やハロー

アで参加してくれた学生が、子どもたちや保護

ワーク、警察、税務署など、②お店エリアには

者からの
「来年も来たい」
「次に来たらこんな仕

工房、新聞社、商店、銀行など、③レストラン

事をしたい」
という声を受け、継続して開催する

エリアには焼きそば屋やかき氷屋など、④学ぶ

ために同好会を設立しました。自分たちでメン

エリアでは子ども大学で防災やフェアトレード

バーを集め、
開催のための助成金を申請したり、

などについて学ぶことができます。
多くのお店、

協賛企業・団体を募ったりしながら、2018 年

遊ぶ場所や学ぶ場所もあるので、子どもたちは

に本学で開催することができました。

好きな職業を選びながら
「生産者」
「販売者」
「消
費者」のそれぞれの立場を経験できます。

本学の短大では、生活に関することを総合的
に学ぶ授業が多く、栄養学や調理を選択した学

また、イベントの前に２回の
「子ども会議」
を

生はレストランブースを考え、上級秘書士の資

行います。１回目の会議では、まちのしくみを

格取得をめざす学生は企業との交渉を行うな

学んだ後、子ども市長選挙が行われ、立会演説

ど、学んだことを生かし、試行錯誤しながら準

会を聞き、本物の投票箱で投票します。また、

備を進めていきました。

当日に販売する商品やレストランのメニューを

こうした学生たちの行動は、地域の人々の声

決めます。２回目の会議では、子ども市長が市

に応え、課題を解決するために自分たちにでき

＊

ることを探して行動した結果であり、まさに消

既支払額
（信用供与を含む。）
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消費者教育実践事例集

写真１ 税務署でのようす

費者教育に求められる消費者市民として、子ど
もたちを導く良い見本とも言えます。

「キッズタウン SHUJITSU2018」
の
内容とその効果
2018 年９月に本学で行った「キッズタウン
SHUJITSU2018」
の遊び方は、次のとおりです。
①市民になる
（市民登録をする）
②オリエンテーション
（遊び方を学ぶ）
③ハローワークで仕事を探してブースで働

写真２ 「森の店」
では自然に配慮して、
木や竹を使った手作り商品を販売

く、または、子ども大学で学んで伝える
（30 分単位）
④銀行で給料をもらう
（30 分で 100 ピーチ、２日目の子ども
（ピーチはキッ
大学は30分で200ピーチ
ズタウンの通貨単位）
）
⑤税務署で税金を納める
（100 ピーチの所得に対し 20 ピーチ）
⑥買い物や遊び、飲食をしてお金を使う
（⇒③～⑥を繰り返す）

子どもたちへのアンケート調査では、参加の前

２日間で延べ約 400 名の子どもたちの参加が

後で
「環境にやさしい商品を買ったり、物を大切

ありました。出店は 31 店舗でした。子どもた

に使ったりしている」
「困ったことがあったら身

ちには消費者市民として環境に配慮してもらう

近な人に相談することができる」などの到達度

ため、事前に廃材を集めてきてもらって商品作

が上昇し、
消費者教育の効果がうかがえました。

りをしたり、商品の品質を高めるために、品質

また、子どもたちからは
「働く楽しさとお金

チェックの後に値札に検印を押して販売したり

の大切さを知れて、とてもよかった。初対面の

しました。また、レストランブースではアレル

子と仲良くできて、とてもうれしかった」
「お金

ギー表示を分かりやすく提示するとともに、フェ

がどこに行くか、買った商品がどこに行くかな

アトレードの商品にはマークをつけました。

どが分かりました」
との感想がありました。

この活動は地域にも広がり、PTA からの依

2019 年度も定員を超える人気

頼 を 受 け、12 月 に は 岡 山 市 立 浦 安 小 学 校 で

2019 年度も
「キッズタウン SHUJITSU2019」

「キッズタウン URAYASU2018」を開催しまし
た。112名の参加があり、
出店は18店舗でした。

を開催しますが、申し込みが定員の倍の 600 名

レストランブースで働きたい子どもが多かった

を超えるほどの人気です。キッズタウンの体験

ことから、子どもたちへの消費者教育として、

を通して、子どもたちが、自ら考えて行動した

保健所から手洗いチェッカーを借り、手洗いの

り、物を売買する際に適切な意思決定や消費行

指導をするなど、安全・安心を意識しました。

動が取れたり、他者と協力して問題解決ができ

「キッズタウン SHUJITSU2018」に参加した

るようになることを期待しています。
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消費者問題

出前講座の
作り方
第

４回

準備編（４）

準備するうえで
困ったときの Q&A
取材協力：公益社団法人全国消費生活相談員協会

本連載第１回から第３回にかけて、出前講座

●主催者との信頼関係を構築

を作るうえで準備してほしいことについてまと

トラブルやアクシデントが生じた時は、主催

めてきました。しっかり準備しても、講座を運

者の協力が欠かせません。開始時間遅延のアナ

営していく際には困りごとが尽きないもので

ウンスや間を持たせるなどの対応が必要となり

す。今回は、困ったときにどのように対処した

ます。そのためには、事前の打ち合わせを通し

らよいか幾つか例を紹介します。

て主催者とコミュニケーションをとるととも
に、信頼関係を築くことが重要です。連載の第

Ｑ １ 普段行くことのない、初めての会場に

出向いて講師を務めることがあると思い

ますが、電車が遅延するなどのトラブル

に巻き込まれた場合はどうしていますか。

1 回＊１でも触れていますが、主催者が講座を開
催する意図を知り、受講者の属性を把握し、具
体的な講座の内容の検討をしていくためには、
主催者と打ち合わせを密に行う必要があります。
その過程で、主催者の問題意識なども共有し

Ａ１ 時間に余裕を持って早めに会場に着くよ

てもらい、
主催者の想定していなかった情報（例

うにするのが原則ですが、不測の事態は起こり

えば、地域の消費生活相談の特徴など）を講座

得ます。事前の交通手段の確認に加え、講座の

に盛り込むこともできます。結果、お互いの信

担当者と打ち合わせを重ねながら、遅れた際の

頼につながるだけでなく、講座の内容や進行に

フォローをしてもらえるような関係を築きま

関しても、受講者の満足につながります。

しょう。
Ｑ ２ 教育現場で講座を行う機会もあると

●不測の事態に備える

思いますが、どのような準備が必要ですか。

初めて出向く会場でも、
行き慣れた会場でも、

Ａ２ 通常の打ち合わせるべき内容に加えて、

交通機関は必ず確認しています。地域によって
は、自動車を自ら運転することもありますが、

受講する生徒の人数や学習状況を確認してい

自動車は移動時間が正確に読みにくくもありま

ます。

す。どの交通手段でもトラブルに備えて事前に
経路を確認し、早めに着くように心がけましょ

●受講する生徒は、学年単位なのか

う。それでも、到着が遅れてしまうことはあり

クラス単位なのか

得るので、講座の主催者や担当者と連絡を取り

最近は、クラスごとに講座を行ってほしいと

合いながら、受講者に伝えてもらいましょう。

よく依頼されますが、学校や担当する教師に
よって実施する際の規模や人数はさまざまで

＊１ ウェブ版
「国民生活」2019 年 4 月号「消費者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201904_11.pdf
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消費者問題出前講座の作り方

す。例えば、学年全体を体育館や講堂に集めて

への確認と使用許諾を得る手続きが必要です＊３。

講座を行うのと、クラスごとに教室で講座を行

替え歌は、特に高齢者向けの講座では人気が

うのとでは、生徒との距離感がまったく異なり

ありますが、基となる歌謡曲に著作権があるこ

ます。

とが多いので、使用する際には権利関係に気を

また、資料の準備についても、事前に配って

つけましょう。著作権のない童謡などを基にし

おくのか、講座を進めるなかで配るのかといっ

て、オリジナルの替え歌作りにチャレンジして

たことが講座の進め方にも影響するので、どの

もよいかもしれませんね。

ような規模・会場なのか把握しておかなくては

●資料作成を先輩相談員がサポート
経験の少ない相談員が講師を務める場合、資

なりません。

●生徒は消費生活センターを知っている？
高校生の講座でアンケートを取ると、
「消費
生活センターは知っているが、何をしているか

料を作成する際、著作権の意識が不足すること
もあるので、先輩の相談員がサポートしてもよ
いでしょう。

知らない」という回答が多く見られます。その
ため、消費生活センターの説明に加えて
「具体
的にどんな相談ができるのか」といった点を内

Ｑ ４ 講座で取り上げる消費者被害の話題

によっては、その被害にあった受講者が

容に加えると、生徒の理解が深まります。

いるかもしれません。そうした場合、ど

また、学校から依頼を受ける場合は、講座の

のように対応するのがよいでしょうか。

ほかに消費者教育の授業等をしているか、
また、
すでに授業を行った内容などを、あらかじめ聞

Ａ４ 高齢者が被害にあいやすい
「催眠商法」を

いておくと、説明に要する時間や内容を調整し

取り上げた際に、受講者の顔が暗くなったこと

て、講座を効率的に進めることができます。

が実際にありました。次のトラブルや被害が起
きないように、トラブルにあった受講者自身の

Ｑ ３ 連載の第 2 回＊2 で、講座で使用する

資料類の著作権の確認を気をつけるポイ

ントとしていますが、具体的にどのよう
なことに気をつければよいでしょうか。

経験を踏まえて周囲の人に講座の内容を広める
ことの大切さを伝えています。

●受講者の中には隠れた被害者が 
いるかもしれない

Ａ３ 例えば新聞紙面の記事や写真のほとんど

主催者と打ち合わせし、受講者の属性等につ

には著作権があるので、資料に引用する際には

いて把握していたとしても、その受講者がどの

新聞社等の許諾が必要になります。替え歌の基

ような消費生活を営んでいるか、消費者トラブ

となる歌にも著作権があるのは一般的です。

ルや被害にあったことがあるかといった情報を
事前につかむことはなかなか難しいです。

●著作権の意識をもつのも消費者啓発

受講者に被害にあった記憶を思い出させてし

資料の中にいろいろな情報を盛り込みたい気

まったとしても、その経験を生かして、被害を

持ちが先行してしまい、新聞などの報道から記

拡大させないために、周囲の人に消費者トラブ

事を引用したくなると思いますが、新聞記事や

ルの実態を伝える立場になってもらうことが、

写真の１つ１つには著作権があるので、新聞社等

講師と受講者それぞれにとってプラスとなるの

＊２ ウェブ版
「国民生活」2019 年 5 月号「消費者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_11.pdf
＊３ 新聞著作権協議会 http://www.ccnp.jp/product.html
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消費者問題出前講座の作り方

ではないでしょうか。

うためにも、帰ったら再度レジュメを読み、家

●講師の失敗や体験談を伝える

族に講座内容を伝えるように促しましょう。

連載の第３回

で、講座の中で受講者自身の

ところで、経験が少ない講師の場合は、時間

経験などを語ってもらう手法について紹介しま

が余ってしまうことを心配しがちです。配布用

した。しかしこれは、講座ごとの受講者の属性

の啓発リーフレットを用意し、それを解説する

によっては、協力が得られない可能性もありま

ことで時間調整できます。備えておけば焦る心

す。受講者から経験談を引き出すのが難しい場

配はありません。

合には、講師自身の経験談を伝えるのもひとつ

●トラブルやアクシデントに動じない

＊４

機材などのアクシデントが発生しても、でき

の方法です。
講師でさえ、失敗したり、トラブルにあいそ

る限り講座を続けることが大切です。スライド

うになったりしたという話を聞くことで、受講

が映らないときは、手元のレジュメや資料で講

者の関心も高まります。それだけ消費者トラブ

座を継続する、マイクが不調なときは声を大き

ルが巧妙で身近なんだと、気づいてもらえます

くするだけでなく、受講者に会場の前のほうに

し、だからこそ悪質な業者に対抗して、消費者

寄ってもらう、といった方法で乗り越えてきま

の生活を守ろうという意識につなげられます。

した。
過去には、高齢の受講者が途中で体調を崩さ

Ｑ ５ 講座中、時間の過不足が生じたり、

機材などのアクシデントが発生した時は、

どう対処したらよいですか。

れるといったこともありました。その際には、
講座自体が後半に入っていたこともあり、中止
する判断をしましたが、終わりに他の受講者に
対して健康面にも気をつけていきましょうと話

Ａ５ 時間が余ったり、不足してしまうことは

して、講座運営をフォローしました。

よくあります。さらに、スライドが映らない、

悪天候や地震のような自然災害が影響する可

マイクの不調といった機材のトラブルなどのア

能性もあります。天候については、主催者と打

クシデントもあります。いずれの場合も、講師

ち合わせをするなかで、講座の開催可否や継続

が慌てずに落ち着いて対応することが大切です。

の判断等について確認し決めておきます。講座
中に地震が発生した場合は、主催者や会場の施

●時間の過不足は、ポイントを押さえること

設管理者の指示に従うことになりますが、会場

と事前準備で乗り切る

に着いた際に非常口などを確認しておくとよい

まず、時間が足りなくなる場合も想定して、

でしょう。

早足で説明できるようリハーサルを通して講座
全体の流れや感覚をつかんでおき、受講者に伝
次回は、

えたい重要なことを整理しておきましょう。

「実践編（１）若者編」

時間が不足した場合に押さえておきたい最大

を紹介します。

のポイントは、レジュメに書かれた消費生活セ
ンターの相談窓口の電話番号を受講者に伝える
ということです。センターの存在だけでも確実
に覚えてもらうためにも、家族に意識してもら

（取材・文：国民生活センター広報部）

＊４ ウェブ版
「国民生活」2019 年 6 月号「消費者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201906_12.pdf
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気になる

消費生活相談の周辺用語を取り上げ、やさしく解説します。

この用語
第

11 回

木暮 祐一

Kogure Yuichi

モバイル研究家、青森公立大学 経営経済学部地域みらい学科 准教授

（株）アスキー、
（株）ケイ・ラボラトリー（現 KLab（株））などを経て大学教員に転向、2013 年より現職。
1,000 台を超えるケータイコレクションを保有している。

５G

携帯電話等の移動体通信システムに使われる技術はおよそ
10 年ほどのスパンで次世代技術にバトンタッチしています。
わが国でいよいよ 2020 年春に商用化が始まるとされている
の が 第 5 世 代 の 技 術 で、「5G」と 呼 ば れ て い る も の で す。
今回はその
「5G」
について解説します。
て世代交代するというわけではありません。通

移動体通信技術の進化

信ネットワークに接続する機器、すなわち携帯

携帯電話などの無線を用いた移動体通信サー

電話やスマートフォンといった端末や、通信機

ビスを実現する技術は、1979 年にサービス提

器等も新方式に対応していく必要があります。

供を開始した自動車電話にさかのぼります。こ

したがって 10 年程度かけて複数の世代の通信

れを第１世代（1G、G=Generation）
とすると、

ネットワークが併用され、端末や機器が新しい

1G は音声通話を行うための通信システムと言

通信ネットワーク対応のものに順次置き換わっ

えました。そして 1993 年にサービスが始まっ

ていくということを繰り返してきました。

た第２世代
（2G）
はデジタル方式の通信技術を採

5Gの特徴

用したことで、メールの送受信やデータ通信を

5G の特徴を示すキーワードは
「高速大容量」

実現させました。2001 年にはより高速なデー
タ通信を実現する第３世代
（3G）のサービスが

「低遅延」
「多接続」
の３つです。

スタートし、下り最大 384Kbps（サービス開始

まず
「高速大容量」
という点では、通信速度は

当初）～約 20Mbps 程度のポテンシャルを持っ

光ブロードバンド回線より高速な、最大20Gbps

ていました。そして、2010 年には第４世代
（4G）

（理論値）
をめざしています。通信容量も、周波

がスタートしました。LTE は下り

数の帯域幅を大きく取るなど、これまで通信速

最大75Mbps
（サービス開始当初）
～1288Mbps

度が遅くなりがちな駅付近や繁華街など人が多

（今年度中に1576Mbpsまで高速化の予定）
の通

く集まる場所でも快適な通信を実現させます。

＊１

の LTE 方式

信が可能となっています
（以上、
すべて理論値）
。

「低遅延」
というのは、通信によって情報を送

そしていよいよ第５世代（以下、5G）の時代

り出す側と受け取る側との時間のずれで、4G

へ突入しようとしています。5G は通信速度を

で 10ms
（0.01 秒）程度だった無線区間の遅延

20Gbps 程度まで引き上げることを目標に仕様

（理論値）
を、5G では 1ms（0.001 秒）
以下へと

策定などが行われ、2019 年４月には世界初の

10 分の１まで短縮させることをめざしていま

商用サービスが韓国やアメリカで開始しました。

す。私たちから見れば誤差のように感じる数値

わが国は 2019 年９月にプレサービスの開始、

ですが、例えば遠隔から通信を通じて何かをコ

そして 2020 年春の商用サービス提供開始をめ

ントロールするようなシチュエーションでは、

ざしてインフラの整備が進んでいるところです。

正確なコントロールを求めるなら遅延は限りな

このように移動通信システムはおよそ 10 年

くゼロに近づけたいものです。後述しますが、

程度のスパンで新しい通信ネットワークが登場

5G は自動運転や遠隔ドローン操縦などへの応

しています。しかし、これがすぐに切り替わっ

用も期待されており、低遅延が重要な要素に

＊ 1	当初 LTE は、国際電気通信連合（ITU）が定める基準を満たしていなかったため、3G から 4G への橋渡しの技術という意味合いで「3.9G」と呼ばれ
ていたが、世界で LTE を採用した通信事業者が 4G と呼称するようになり、ITU も後に認め、4G に含まれるようになった。
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用語
気になる この
ゾン・コミュニケーションズが、世界に先駆け

なっていきます。
そして「多接続」
というのは、低速でよくて容

てスマホ向けの 5G 商用サービスを開始し、筆

量もとらないような通信であれば、同時により大

者も韓国・ソウルを訪問し、5G をレビューして

量の端末や機器と接続できるようにしていくと

きました。例えば日本で現行の 4G LTE サービ

いうことです。近年、あらゆる機器が通信機能を

スで通信速度をチェックすると、理論値は最大

備えネットに接続されるというIoT
（Internet of

1288Mbps で す が 実 効 値 で は せ い ぜ い ２ 桁

Things＝モノのインターネット）
が話題ですが、

Mbps 台で、通信環境が良い場合で１～ 200

5GはIoT の普及を後押しするネットワークとな

Mbps 台の速度を達成できるような状況です。

るでしょう。１平方 km 当たり 100 万台のデバ

しかしソウルにてスマホが 5G のネットワーク

イスの同時接続が可能になると言われています。

に接続されている際は３～ 500Mbps 台の通

どのようなサービスが期待されているか

信速度で通信が可能でした。筆者が調査した際
は最高値は 711Mbps で、市販されているス

では 5G によってどのようなサービスの普及

マホ上でこれだけの速度を体験したのは初めて

が期待されているのでしょうか。まずこれまで

でした。例えばスマホ向けのアプリのダウン

以上に動画映像などをふんだんに使ったコンテ

ロードも高速で一瞬、動画コンテンツの視聴な

ンツやサービスが広がりを見せていくことにな

ども極めて快適でした。しかもこうした高速通

ります。高速大容量の通信によって、例えば

信が、人混みの中でも利用できたことに驚かさ

VR
（仮想現実）
、AR
（拡張現実）などの活用が一

れました。

段と加速していくとされています。高品質な映

一方で、高速大容量の通信を実現させるため

像で視聴可能となることで、例えば科学研究や

には高い周波数帯を利用することが必要になり

医療、商品開発といったビジネス分野でも実用

ますが、同時に電波の届く範囲が短くなり、ま

に耐え得るサービスが増えていくことでしょ

た電波の直進性も強くなるというデメリットが

う。映像を使った通信が出先で手軽に利用でき

生じ、韓国の 5G でもわずかな体の向きによっ

ることで、テレワークの活用なども一段と進む

て通信速度が大きく変化するように感じました。
また、低遅延という点では、5G ネットワー

ことでしょう。
また、通信の遅延が短縮化されることにより、

クのみであれば低遅延での通信となるのでしょ

自動運転などの分野ではリアルタイムで車両等

うが、これが既存のインターネット網を通じた

の制御が可能になるとされ、自動運転車への応

通信を行う場合は、ともすれば 5G ネットワー

用を始め、農耕機等の自動制御による農業分野

クよりも低品質の通信経路を経由しなくてはな

の革新であったり、ドローンの遠隔制御によっ

らず、低遅延のメリットを出せません。このた

て物流分野の革新につなげていくなど、多方面

め、インターネットを経由しないで 5G ネット

への応用が期待されています。多接続によって

ワークとサーバやサービスとを直接接続して処

の普及にもつながっていきます。

＊２

スマート家電

理する
「モバイルエッジコンピューティング」
（MEC）の応用が求められるなど、5G の通信速

韓国、
アメリカでは
5G商用サービスがスタート

度や低遅延を生かすためのネットワークのあり
方も今後大きく見直されていくことになりそう

2019 年４月３日より、韓国の SK テレコム、

です。

KT、LG U+ の３事業者と、アメリカのベライ
＊２	スマート家電とは、通信機能を備え遠隔でコントロールしたり、使用状況などのデータを通信を通じて送出したりする機能を備えた家電製品を
意味する。
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新連載

相談情報ピックアップ

第

1

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

20 歳代に増える

投資用マンションのトラブル
相談事例
社用スマホに不動産事業者から何度も電話がかかり、
「説明だけさせてもらいたい。話を聞かずに
断るのはおかしい」と言われ、しかたなくレストランで会って説明を聞いた。
「ワンルームマンショ
ンのオーナーになれば負担なく資産を持てる。家賃収入を保証する」
と説明され、
「高いので微妙です」
と答えると、
「わざわざ来たのに聞く気があるのか。社会人としてどうなんだ」と怒り出し、深夜０
時半まで拘束されやっと帰れた。その後も何度も電話があり、もう一度会ったところ、断りきれず
に約 2600 万円のマンションの購入申込書にサインしてしまった。しかし、書面等をもらえず、マ
ンションの詳細も教えてくれず不安だ。高額で支払えないのでやめたい。

問題点とアドバイス

（20 歳代、男性）

（2）契約の意思がなければ会わずに、きっぱり
断りましょう

マンションの住戸を購入すれば家賃収入や売
却益を得られると勧誘される投資用マンション

突然の訪問や電話での勧誘のほか、街頭等で

の相談が 20 歳代の若者で増加しています。20

のアンケートや名刺交換をきっかけに勧誘され

歳代の若者の知識・経験・判断力の不足に付け

るケースがみられます。事業者に
「説明をする

込む事例もみられますので、
以下の点に注意し、

だけ」と言われても、会ってしまうと強引な勧

慎重な判断を心がける必要があります。

誘をされて断りきれないことがあります。契約
の意思が無ければ会うのはやめましょう。
また、

（1）マンションへの投資にはリスクや負担があ
もう

り、必ず儲かるわけではありません
投資用マンションを購入するために高額な

勧誘を断ろうとして、事業者に
「手間をかけさ
せられた！」
などと言われても、
「契約するつも
りはない、必要ない」
ときっぱり断りましょう。

ローンを借り入れている事例がみられます。し

なお、一度断ったにもかかわらず、事業者が勧

かし、投資用マンションには、建物や設備の老

誘を続けることは法令で禁止されています＊。

朽化による価格下落のリスクや、空室や家賃滞
納等により予定していた家賃収入が得られない

（3）金融機関に虚偽申告をしてはいけません
金融機関でローン等を組む際に、
年収や資産、

等のリスクがあります。また、
「空室保証」
や
「家
賃保証」と説明されていても、賃料が引き下げ

利用目的等を虚偽申告すると、金融機関から一

られたり、契約を解除されるリスクがあります。

括返済を求められる可能性があります。事業者

さらに、固定資産税の納税義務やマンションの

に虚偽申告を指示されても、ローン等の返済義

修繕義務など、オーナーとしての負担もありま

務は借主にありますので、絶対に従わないよう

す。家賃収入の減少や出費などにより、ローン

にしましょう。

返済が困難になることがあります。
＊ 宅地建物取引業法施行規則 16 条 12 第１号ニ
参考：
「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意！」
（2019年３月28日公表）http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_1.html
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第

暮らしの

法律

Q&A

86 回

コピー商品を購入したら？
相談者の気持ち
コピー商品であることが分かっていて、商品を買いました。他の人に売
るつもりはありませんが、罪になりますか？

萩谷 雅和

Hagiya Masakazu

弁護士

第一東京弁護士会所属。企業法務を中心に、一般民事事件、
家事事件などを広く手がける。著書に
『知識ゼロからの働き
方改革で変わる労働法入門』
（共著、幻冬舎、2019 年）
ほか。

あなた

結論から言えば、コピー商品だ

「これはコピー商品です」と
貴 方がその店で

と知ってそれを個人的に使用する

言った場合は、まず入質や買い取りはしてくれ

ために購入すること自体は犯罪に

ないでしょう。というのは、質屋はそのコピー

はなりません。ただし、偽物だと

商品を個人的に欲しいわけではありません。期

いうことを知って購入することが違法な行為を

限までに貴方が借り入れたお金を返済しなかっ

している業者に経済的な意味で加担しているこ

た場合に、その質草を売却して貸したお金の返

とになることは、十分肝に銘じなければなりま

済に充当するしくみです。ところが、コピー商

せんね。

品は前述のとおり
「販売」
できませんので、
結局、

さらに、犯罪にはなりませんが、後述するよ

質屋から見れば、そんな質草は預かれない、と

うにいろいろと面倒なことが起きる可能性があ

いうことになるのです。中古品買い取りの店の

ります。

場合も同様です。

そもそも、ブランド品の偽物を
「製造」
したり

次に、コピー商品であることを隠した場合は

「販売」することは、商標法という法律で禁止さ

どうでしょうか。プロの業者は物品を見る目は

れていますが、
「購入」
は含まれていません。そ

確かですから、おそらく貴方の嘘 を見破るで

こで、冒頭の
「購入すること自体は犯罪になら

しょう。しかし、嘘をついて高額の評価をさせ

ない」という結論になるのです。

ようとした時点で、それは詐欺罪になります。

ただし、それを他人に転売した場合は、個人
的な使用とは見なされません。つまり、個人で

うそ

買い取りを拒否されれば詐欺未遂ではあります
が、詐欺未遂は立派な犯罪です。

購入するまでは違法にはならないのですが、そ

というわけで、単純に個人的な見えを張る分

の偽物を販売した時点で、個人間の売買であっ

にはともかく、その後にはいろいろと厄介な問

ても処罰の対象になります。偽物を
「販売」
しよ

題が待ち構えていることを十分に認識しなけれ

うとしたわけですから、これは悪質業者と同じ

ばなりません。

ことです。
また、これを質屋や中古品買い取りの店に
持っていったらどうなるでしょうか。
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暮らしの判例
国民生活センター 相談情報部

消費者問題を考えるうえで参考になる判例を解説します

個別鑑定をうたう占いサイトが実際には個別占いをせず
ポイントを費消させた行為につき、運営会社に不法行為
による損害賠償を認めた事例
本件は、占いサイトを利用するため約 400 万円分のポイントを購入した消費者が、不
法行為に基づく損害賠償等を占いサイト運営会社等に求めた事例である。
裁判所は、個別に占って鑑定等を行うとうたう占いサイトが、実際には個別占いや鑑
定を行わず、サイトのシステムを利用して有料ポイントを費消させて利益を得る行為を
していた場合、その行為は詐欺に該当するとして、運営会社の不法行為責任、および運
営会社代表取締役の共同不法行為責任を認め、ポイント購入全額と弁護士費用の賠償を
認めた。占いサイト運営会社の不法行為責任を認めた点において参考になる判決である。
（東京地方裁判所平成 30 年 4 月 24 日判決、
『消費者法
ニュース』
116 号 350 ページ掲載）

事案の概要

原告：X（消費者）
被告：Y1
（占いサイト運営会社）
、

Y2（Y1 の代表取締役）

鑑定師に返信するには 150 ポイントが必要に

Y1 はインターネットを利用した占い・鑑定

なる。Y1 の鑑定師は会員に利用規約に基づき

サイトを複数運営しており、その中にメール占

占い鑑定、祈祷、まじないなどの勧誘や時候の

いを行う複数のウェブサイト
（以下、本件各サ

あいさつのダイレクトメールを送信する。
なお、

イト）があった。会員登録希望者は初回無料鑑

配信停止手続き可能なものとなっている。

き とう

定フォームに氏名、性別、生年月日、携帯電話

返信フォームを利用する際に必要なポイント

のメールアドレス等の個人情報を入力し、利用

は、1,500 円 で 150 ポ イ ン ト か ら ５ 万 円 で

規約に同意すると会員登録され
（この際に無料

7,500 ポイントまで、購入数に応じて７段階の

で 150 ポイントが付与される）、Y1 の鑑定師

価格になっていて、クレジットカード決済等で

による無料鑑定メールが送信される。会員が

購入する。Y1はインターネット上に
「無料鑑定」

Y1 の鑑定師に悩みや運勢等の鑑定してほしい

などと広告を掲載し、利用者がクリックすると

事項をメール送信して個別鑑定を申し込むと、

本件各サイトにアクセスできるようになってお

その鑑定師により 24 時間以内に鑑定内容が

り、そこでは、
「会員について個別に Y1 の鑑

メール送信され、一連の鑑定に当たり４回程度

定師が占いを行い、その結果に基づいて悩み事

のメールが送信される。鑑定師からのメールは

についてアドバイスする、それにより悩みが解

鑑定の一部しか記載されず、全文を読むには

消した事例がある、初回無料鑑定」などと記載

メール記載の URL からサイト内のメールボッ

され、利用の勧誘が行われている。

り かん

クスにアクセスする必要があるが、そのメール

職場の人間関係や家族の難病罹患等の悩みを

閲覧画面には返信フォームが用意され、会員が

抱えた X は 2014 年８月に本件各サイトの広告
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を見つけ、登録した。すると、いかにも源氏名

の鑑定師との契約形態、全体としての報酬の支

のようなきらびやかな名を名乗る、Y1 の多数

払い状況、各鑑定師としての経歴等を裏づける

の鑑定師から、
「X’
（X のユーザー名）さんは集

客観的証拠、それぞれの占いや祈祷等の方法、

中的に鑑定をする方に選ばれた」「X’さんには

X に関しどのような方法の占いや祈祷等を行っ

○○の波動が現れかかっています」など X に

たかなどについて個々の鑑定師が特定される情

とって良い方向の内容のメールなどが送られ、

報を開示せず、客観的な証拠をもって明らかに

「【△△△】この言霊をこちらにお送りください

することは容易であると考えられるが、Y らは

…」
「○○をして、終わりましたら
【□□□□】
と

X から釈明を求められても上記の範囲において

お送りください」
（
【

も明らかにしていないことが認められている。

】
内には、空想的な要素が

連想される、言葉の意味を成していない文字が
記載されている）など、返信を要求するメール

理

が次々送られてきた。X はポイントを購入して

由

多数の鑑定師からのメールに返信を続け、ポイ

裁判所は以下のように判断して、Y1 の行為

ント購入のために 2015 年 2 月 28 日までに約

は詐欺であるとして Y1 の不法行為責任および

400 万円を支払った。

Y2 の共同不法行為責任を認め、X の請求を認

Xは、Y1は実際には個別占いや鑑定を行わず、

容した。

サイトのシステムを利用して有料ポイントを費
消させて利益を得る行為をしていたとして、主

（1）
Y1 について

位的に不法行為に基づく損害賠償を（Y2 につい

占いとは、人の将来の運勢や事の吉凶などを

を

自然の兆候や物に現れた形象によって予想をす

根拠とする）
、予備的に消費者契約法上の断定的

ることであるところ、本件各サイトは各会員に

判断の提供、不実告知による取消しによる不当

ついて、個別に Y1 の鑑定師が占いを行い、そ

利得の返還を理由として、ポイント購入代金約

の結果に基づいて悩みごとについてのアドバイ

400 万円と弁護士費用の賠償を求めて提訴した。

スをすることを掲げているものである。

＊１

ては共同不法行為または会社法 429 条 1項

判決では、これらのメールの中に、異なる鑑

本件では、Y1 の鑑定師と Y1 との契約関係の

定師からのメールで、複雑な内容でありながら

存在すら不明であり、また、Y1 の鑑定師が具

ほぼ同じメールがあることや、ユーザー名が違

体的に占いや祈祷等を行っていることを裏づけ

うだけのもの、類似点が多いものが多数あるこ

るべき証拠はなく、これらは Y1 の鑑定師の個

とを認定している。また、メールの内容につい

人が具体的に特定されるべき情報を開示せずと

て、抽象的かつ空想的な内容が記載されている

も容易に明らかにできると思われるのに Y らは

のみで、具体的に Y1 の鑑定師がどのような方

これを明らかにしていない
（本件各サイトにお

法、時期等に占いや折祷等を行ったのかの記載

いて相応の空想的要素があることを否定するも

がなく、それを特定することができないことも

のではなく、Y1 の鑑定師が送付したメールの

指摘している。さらに、Y1には少なくとも、本

内容が厳密に真実であることが要求されるもの

件各サイトの鑑定師合計 95 名が存在することが

ではないが、Y1 との契約関係や占いや祈祷等

うかがわれるが、Y1 の鑑定師の一覧、Y1 と個々

の実在性に関する点について空想的要素を否定

＊１ 会
 社法 429 条 1 項
（役員等の第三者に対する損害賠償責任）役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
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しない範囲において具体的根拠をもって明らか

そして、Y1の本件各サイトにおいては、占いや

にすることは容易であると思われる）。また、

祈祷等を行う者としての鑑定師という者は存在

Y1 の鑑定師が送付しているメールは、X 個別

しないか、少なくとも、X について個別に占い

の運勢に関する状況を指摘したうえで、特定の

により運勢をみたうえで、
メールを送信したり、

行為を行えばその運勢が向上することを指摘

X からの申込みに応じて占いや祈祷等を行った

し、その行為を求めるもの、そしてその結果を

りしたことはないと認めることができるのであ

報告するもの、時候の挨拶等である。しかし、

るから、Y1 の鑑定師の行為は、占いや祈祷に

X 個別の運勢に関する状況の根拠については、

基づくものではなく、単に、X をして本件各サ

メールの内容等からはどのような占いによるも

イトにおいて有料のポイントを費消させるため

のか特定することはできない。そして、何らか

に行っているものに過ぎないと言える。

の占いによるのであれば、通常同一の内容とな

以上によれば、Y1 は、本件各サイトにおい

ることは考えにくいが、X や他の会員の運勢に

て占い等を行うことを掲げておきながら、実際

関することや X や会員の個別の鑑定の結果等に

はこれを行うことをせずに、本件各サイトのシ

ついて、同一ないし類似の内容のメールが、

ステムを利用して Y1 の有料のポイントを X に

Y1 の鑑定師名義で送られている。

費消させて Y1 が利益を得る行為をしているも

これらのことを総合すると、Y1 の本件各サ

のである。そして、X が、本件各サイトが上記

イトにおいては、占いや祈祷等を行う者として

のようなものであることを知ったうえでこれを

の鑑定師という者は存在しないか、
少なくとも、

利用していたとは認められない。したがって、

X について個別に占いにより運勢をみたうえ

Y1 の行為は、詐欺に該当するものであり、X

で、メールを送信したり、X からの申込みに応

に対する不法行為に該当する。

じて占いや祈祷等を行ったりしたことはないと

（2）
Y2 について

認めることができる。
Y1の鑑定師は、X の運勢を占いによって鑑定

Y1 の代表取締役または取締役は Y2 のみであ

していることを前提として、まず X に対し、運

るから、Y2 は Y1 の業務全般を実質的に指揮監

勢が向上する状況にあることを述べ、そのため

督していたと推認でき、この推認に反する証拠

に Y1 への鑑定師への返信を含む特定の行為を

はない。そうすると、Y2 は、Y1 と共同して、

することを求め、また、X からの返信がない場

X に対して不法行為を行っていたものと認める

合などには X に対し上記特定の行為をすること

ことができる。

をさらに求めるメールを送信し、これに X が応
じると、X に対し個別の占いによる鑑定や祈祷

解

等の結果を複数回にわたって知らせているので

説

あり、こうした行為を Y1の多数の鑑定師は、X

占い師
（鑑定師）
と何度も有料メールをやり取

に対し繰り返し行っている。さらに、本件各サ

りさせる占いサイトについては国民生活セン

イトのシステムからすれば、X が Y1の鑑定師に

ターにて相談事例をホームページに掲載し注意

返信し、また、占いによる鑑定や祈祷等の結果

喚起している＊２。

を知るために、有料のポイントが必要となる。

本件占いサイトは裁判所によって、鑑定師が

＊２ ウェブ版
「国民生活」2016 年 5 月号「苦情相談」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201605_14.pdf
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存在しないか少なくとも個別に占っていないと

メールの内容を理解しその状況に合致する対応

認定されており、サイト側は個別鑑定等と称し

をしており、原告の心情に配慮するかのような

て同一内容のメールを発信して、個別鑑定され

旨が記載されたメールが送信されていたとし

ていると信じた顧客に有料のメール送信等を繰

て、鑑定師が存在していないとは言えない、個

り返させて利益を上げる、実質的にサクラサイ

別に占ったうえ対応している部分もあると裁判

トと同様のシステムになっている
（X 側はこの

所が認定し、消費者側の主張を認めていないの

点からサクラサイトの事例
（参考判例①）
を引用

で注意は必要である。

している）
。占いサイトの場合、被害者は占い

なお、Y 側は参考判例③を挙げて、本件は害

によって悩み事の解決や何らかの成功等をめざ

悪を相手方に告げて不安に陥れ、祈祷や占いを

しており、それが達成できなかったこと自体を

させているわけではないので不法行為に該当し

争点とする場合もあるが
（参考判例②は本件と

ないと主張しているが、本件のように他の顧客

同一会社を被告とする事例であるが、この点も

らと同一内容のメールで、
「〇〇に選ばれた」
「さ

争点としている）
、一般的には占いは不確実な

らに良い状態になる」
「 もう少しで幸せになれ

ものと考えられやすく、結果自体を争うことは

る」などと有利な方向性を申し向けて占いや鑑

難しいかと思われる。

定を申し込ませ、継続させることも当然不法行

本件判旨も、サイトや鑑定師のメールに相応

為を構成する。

の空想的要素があることは否定せず、メールの
内容が厳密に真実であることが要求されるもの
でもないとしている。本件で X は内容自体の正
確性や結果には触れずに、
そもそも個別に占い・
鑑定をしていないことを争点としており
（X は
占いによって悩みが解決しないことを鑑定師へ
メールしているのでその点の不満は抱いていた
とは思われる。なお予備的請求である消費者契
約法による取消しについては、悩みを解決する
と断定している点を断定的判断の提供とし、不
実告知については、個別鑑定をうたいながら実
際にはしていなかった点等を主張していた）
、
同一内容のメールが多数あること、Y1 と鑑定
師らの契約形態、鑑定師としての経歴、占いや
祈祷の方法等に関する Y 側の情報開示の不十分
さを理由に不法行為が認定されている点に特徴
がある。Y1 の鑑定師のメールは、X の個別事
情に踏み込まない誰にでも当てはめられそうな
抽象的かつ一般的内容のものにユーザー名を組
み込んであるだけのものが多い。ただし、前記
参考判例②も同様の主張・立証方法によって
争っているが、鑑定師のメールには原告からの
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参考判例
①東京高裁平成25年６月19日判決（『判例時報』
2206 号 83 ページ X 側引用のサクラサイト
の事例）
ウェブ版国民生活 2015 年５月号「暮らしの判例」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201505_14.pdf

②仙台地裁平成 30 年９月 12 日判決（LEX/DB、
Y を相手とする別訴訟、原告敗訴）
③大阪高裁平成 20 年６月５日判決（『消費者法
ニュース』76 号 281 ページ Y 側引用の、害
悪を告知して不安をあおり、祈祷料や鑑定料
として高額な金員を支払わせた事例）
④東京地裁平成 26 年３月 26 日判決（『消費者法
ニュース』101 号 338 ページ 自称スピリチュ
アルカウンセラーによる電話占い相談、不法
行為を認めた事例）
ウェブ版国民生活 2016 年２月号「暮らしの判例」
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201602_15.pdf
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

5

回

契約が守られないとき
村 千鶴子

Mura Chizuko

東京経済大学現代法学部教授、弁護士

専門は契約法、消費者法。国民生活センター客員講師、同消費者判例評価検討委員会委員、東京都消費者被
害救済委員会会長などを務める。著書に『Q&A 市民のための消費者契約法』
（中央経済社、2019 年）ほか多数。

です。
第三は、
履行すること自体が不可能になっ

はじめに

た履行不能です。一点物の商品の売買契約を締

有効に成立した契約は、契約当事者双方が守

結した後に、履行前に商品が滅失してしまった

る義務を負います。契約相手が契約を守らない

といった場合です。例えば、中古車の売買契約

場合には、法的責任を問われます。これを「債

締結後に、目的物の中古車が焼失してしまった

務不履行責任」といいます。債務不履行責任は

事例が典型例です。

民法で定められており、改正民法ではかなり大

民法では、履行遅滞について、確定期限があ

きな改正をしました。改正点は、従来の解釈論

る場合、不確定期限の場合、期限の定めがない

を条文に反映させるためのものと、実質的な改

場合の３つの場合について規定を設けています

正とがあります。

が、改正法では、不確定期限について規定を明

さらに、改正前
（現行）
民法では、売買契約に

確化し、不確定期限の場合は、期限が到来した

（改正前・現行
瑕疵担保責任の規定があります

後に債権者から履行の請求を受けたときか、債

法 570 条、566 条）が、改正民法では、瑕疵担

務者が履行期限が来たことを知ったときから履

保責任の規定を削除し、債務不履行責任に一本

行遅滞となると改めました
（412 条２項）
。確

化する改正をしました。本稿では
「契約が守ら

定期限の場合には、確定期限が到来したとき、

れないとき」という観点から、瑕疵担保責任に

期限の定めがないときは債権者から請求された

ついても併せて取り上げています。

ときから遅滞の責めを負います
（412 条）
。期

か

し

限の定めは、定められた期限までは履行しなく

債務不履行のタイプ
（改正法 412 条～ 413 条）

ても遅滞の責めは負わないということで、債務
者の利益になります。

債務不履行は、次の３種類のタイプに整理で

履行不能については、改正前には定義規定が

きます。第一は、契約で定めた履行期限が経過

ありませんでしたが、改正法で明記しました

しても履行されない履行遅滞です。契約で商品

（412 条の２）
。まず、１項で、
「……債務の発

の引渡期日を決めたのに、期日を過ぎても商品

生原因及び取引上の社会通念に照らして不能で

が引き渡されない、契約で金銭の支払期日を決

あるときは、その債務の履行を請求することが

めたのに支払期日が過ぎても支払われない、な

できない」
と定めました。さらに２項で、
「契約

どがこのタイプです。第二は、履行はされたも

に基づく債務の履行がその契約の成立時に不能

のの契約で定めたとおりではない不完全履行で

であったことは、415 条の規定によりその履

す。売買契約に基づいて商品の引渡しがされた

行の不履行によって生じた損害の賠償を請求す

ものの、契約で定めた数量に不足があるとか、

ることを妨げない」と定めました。契約締結時

引き渡された商品が約束されたものと違って傷

に、すでに履行が不能である内容の契約を締結

のあるものだった、などがこのタイプの典型例

した場合、債務者に帰責事由があれば、債権者
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は債務不履行に基づく損害賠償請求ができるこ

一方当事者に債務不履行がある場合、契約が有

とが明確化されました。

効なままだと相手方は債務を負ったままの状態

債務者が履行の提供をしているのに債権者が

になります。例を挙げて説明しましょう。A が

受領を拒んでいる場合を
「受領遅滞」といいま

B から商品を購入する売買契約を締結しまし

す。改正民法では、受領遅滞により債務者の履

た。商品の引渡期日が過ぎているにもかかわら

行のための費用が増加した場合には、増加分は

ず B が商品の引渡しをしようとしない場合、買

債権者の負担となることを明記しました（413

手の A としては契約を解消して自分の負担する

条２項）。消費者契約では、売買契約で、消費

「代金を支払う」債務もなくしたいと考えるで

者が販売店からの商品の引渡しを拒否し
「商品

しょう。そうするためには、契約を解除する必

をもらっていないから契約を解除する」と主張

要があります。契約を解除すれば、債務の発生

するケースがあります。しかし、契約で購入す

原因である契約は解消されるので、A の代金を

ることにした以上、消費者には商品の引渡しを

支払うという債務もなくなります。
さて、改正前民法では、契約の相手方に債務

受ける義務があり、受け取りを拒絶すれば受領

不履行があった場合には契約の解除をすること

遅滞の責任を問われます。

ができると定めていました
（541 条、543 条）
。

債務不履行の場合に
債権者ができること

この場合の債務不履行は、履行遅滞、不完全履
行、履行不能の３種類あり、いずれも債務者の

債務者が任意に債務の履行をしない場合に、

責めに帰すべき事由が必要
（これを
「過失責任主

債権者が取ることができる手段としては、３種

義」
といいます）
と解釈運用されていました。つ

類あります。第一は、民事執行法などの強制執

まり、債務者から
「自分が契約に従った履行が

行による履行の強制です。第二が、契約の解除

できなかったのは、自分の落ち度によるもので

です。第三が、損害賠償請求です。損害賠償請

はなく、不可抗力によるものだった」と反証が

求は、契約の解除や履行の強制とともに行うこ

された場合には、債務不履行を理由とする契約

とができる場合もあります。

解除はできないこととされていました。
改正民法では、債務不履行解除について、過

履行の強制の典型例としては次のようなもの
があります。A は、B から返済期限を決めてお

失責任主義から無過失責任主義に改めました。

金を借りました。しかし、返済期限が過ぎても

債務者が債務の履行をしない場合には、債務者

A が返済しません。そこで、B は A に対して民

に帰責事由がなくても契約の解除ができると改

事訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえで、判決

めました。債務者は、自分に落ち度があったた

を根拠に民事執行法に基づいて B の財産（預貯

めではなく不可抗力で契約が守れなかったのだ

金や不動産など）
に対して強制執行手続
（いわゆ

と反論しても、契約解除を避けることはできな

る「差押え」です）
を取り、回収しました。

くなりました。さらに、債務不履行の帰責事由

続いて、債務不履行に基づく損害賠償と解除

が債権者にあるときは、債権者は債務不履行解
除ができないことを明確化しました
（改正法

について取り上げます。

契約解除
（540 条～ 543 条）

543 条）
。
さらに、債務不履行解除で、注意すべき点が

契約により発生した債務が履行されない場合

２点あります。第一は、債務不履行の程度が軽

には、契約そのものの効果を解消できないかが

微なときは契約の解除はできないことです（改

問題になる場合があります。双務契約では、契

正法 541 条）
。第二は、催告解除が原則である

約により契約当事者双方が債務を負担します。

ことです。債務者が契約内容に従った債務の履
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行をしない場合には、債権者は相当な期限を定

法定利率による遅延損害金を支払う義務を負い

めて履行をするよう催告し、催告期間内に履行

ます。契約で遅延損害金について法定利率より

がされない場合に初めて契約解除できます。相

も高い利率の取り決めをした場合には、契約で

手に債務不履行があっても、いきなり契約解除

定めた利率に基づく遅延損害金を支払う義務を

はできないのが原則です。ただし、催告しない

負います。

で解除できる例外的な場合があります。改正民

さらに、債務の履行に代わる損害賠償を求め

法では、この点も明確化しました（改正法 542

ることができる場合について条文を設けました

条）。例えば、債務の全部の履行が不能な場合、

（415 条２項）
。債務が履行不能になったとき、

債務者が債務の全部の履行を拒否している場

債務者が債務の履行を明確に拒絶している場

合、特定の日に債務の履行をしなければ契約の

合、
契約が債務不履行解除された場合などです。

目的を達成できない場合に履行期日を経過した

将来得られる利益を得ることができなくなっ

場合などです。このような場合には、わざわざ

たとする損害賠償については、将来発生するで

催告する必要性がないことから、催告なしで解

あろう利益について
「今」
損害賠償を求めるとい

除できることを明確にしました。

う性質上、法定利率に基づいて中間利息を控除

損害賠償請求
（417 条、419 条）
債務者に債務不履行があったために、それが

する実務となっていますが、条文には規定があ
りませんでした。そこで、改正法では実務の取
り扱いを条文に明記しました（417 条の２）
。

原因で債権者が損害を被った場合には、債権者

この典型例は、売買契約で購入した商品の欠陥

は債務者に対して損害賠償を求めることができ

が理由で事故が起こり、被害者である購入者に

る場合があります。これを債務不履行に基づく

後遺症が残って労働能力を喪失した場合には、

損害賠償請求といいます。損害賠償請求につい

労働可能年齢に達するまで働いたら得られたで

ては、実質的な改正はなく、実務上の扱いを条

あろう利益を損害賠償として請求できる場合が

文上明確にする改正がされています。

あります。このような場合の損害賠償の算定の

まず、債務不履行に基づく損害賠償について

際には、中間利息の控除がされます。例えば、

は、当然に債務者の責めに帰すべき事由が必要

30 歳で事故が起こった場合には、労働可能年

であるとして解釈運用されてきましたが
（過失

齢 67 歳までの 37 年間の失った利益を賃金セ

責任主義）、条文上はこの点が明確にはされて

＊
ンサス 等を参考に損害として請求できます。

いませんでした。そこで、
「その債務の不履行

ただし、
「年収× 37 年間」ではなく、ここから

が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社

中間利息を控除した額になります。

会通念に照らして債務者の責めに帰することが

売買契約の瑕疵担保責任
（562 条、563 条）

できない事由によるものであるときは、この限
りでない」とする規定を新たに追加しました
（改
正法 415 条１項但書）。ただし、金銭債務につ

契約が守られない事例の中に、売買契約に基

いては、例外的に無過失責任とされていること

づいて引き渡された商品に欠陥があるという

は改正後も変化はありません（419 条）。金銭

ケースがあります。事業者は、
「商品の引渡し

債務については、支払期限に支払いをしなかっ

はしたのだから、文句は言えない」と言い張る

たら、理由のいかんを問わず、また債権者が損

ような対応をするケースもありますが、それは

害の証明をすることも必要ではなく、債務者は

間違いです。売主は、契約で取り決めた内容に

＊

賃金構造基本統計調査 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou.html
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沿った履行をする義務を負います。契約で、ど

改正したわけです。ただし、改正法では、さら

のように商品について売買契約を結んだのかが

に
「売主は、買主に不相当な負担を課するもの

重要です。

でないときは、買主が請求した方法と異なる方

契約を締結した時には、完全な商品について

法による履行の追完をすることができる」とい

の売買契約であったのに、引き渡された現物に

う規定も設けています。買主は、自分が望むと

は契約締結時にはなかったか、あるいは債権者

おりの追完を求める権利があるわけではないと

が知らなかった欠陥や傷がある場合のことを改

いうことです。例えば、買主は、代替品との交

正前民法 570 条では
「隠れた瑕疵」といいます。

換を求めたのに対して、売主が補修をする手段

引き渡された商品に隠れた瑕疵がある場合に

を提供した場合には、買主としては気持ちのう

は、債務者は瑕疵担保責任を負います。具体的

えでは納得できなくても、売り主側の言い分が

には、契約の解除か損害賠償請求ができます。

通ることになる可能性が高いわけです。

瑕疵担保責任は、債務不履行責任と違って無過

さらに、買主の責めに帰すべき事由によって

失責任です。債務者に責めに帰すべき事由がな

不適合が生じた場合には、買主は履行の追完を

い場合でも、瑕疵担保責任が発生します。その

求めることはできません
（562条２項）
。これは、

ため、瑕疵担保責任による損害賠償の範囲
（信

契約当事者間の公平性から設けられた規定で

頼利益といわれます）は、債務不履行による損

す。
売主による追完がされず、不適合の状態が軽

害賠償責任の範囲
（履行利益といわれます）より
狭い範囲であるとして解釈運用されています。

微とはいえないときには、契約を締結した意味

改正民法では、570 条の規定を削除し、瑕

がないと考えれば債務不履行を理由に契約を解

疵担保責任の規定をなくしました。そして、新

除することができます。改正民法では、債務不

たに 562 条に次の趣旨の規定を定めました。

履行による契約解除には、債務者の帰責事由を

大きく下記の２点について改正しています。

必要としなくなったことから、契約内容に不適

第一は、売買契約に基づいて
「引き渡された
目的物が種類、品質または数量に関して契約の

合の場合にも債務不履行解除の対象になったと
いうことです。

内容に適合しないものであるときは」としまし

売主が追完に応じず、契約に適合しないとは

た。
「隠れた瑕疵」ではなく
「契約の内容に適合

いっても比較的軽微で契約の解除もできないと

しない」と改めたのです。
「契約の内容に適合し

いう場合には、損害賠償を求める方法を考える

ない」とは、契約で約束した内容どおりではな

ことになりますが、債務不履行に基づく損害賠

い、という意味です。これは、不完全履行の一

償には債務者の帰責事由が必要です。帰責事由

形態といえます。契約当事者間で、売買する商

がない場合には、債務者に対する損害賠償は難

品について具体的にどのような取り決めをした

しいため、最終的には減額請求をすることにな

のか、実際に引き渡されたものと、どのように

ります。代金減額請求は、契約に適合しないた

違っているのかで判断することになります。

めに価値が低くなった部分について不適合の程

第二は、買主が売主に対して請求できる内容

度に応じて、債務者に対して減額するように求

の改正です。改正法では、「目的物の補修、代

めることができる権利です。改正民法によって

替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の

新たに導入された制度です
（563 条）
。代金減額

追 完 を請求することができる」と改めました。

請求には、
債務者の帰責事由は必要ありません。

つい かん

改正前の瑕疵担保責任では、債権者ができるこ

以上をまとめると、
改正前の瑕疵担保責任は、

とは契約を解除するか損害賠償請求でした。改

改正法により債務不履行責任に一本化されたと

正法では、契約の履行についての追完請求権に

いうことができるでしょう。
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