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消費環境とライフスタイルの変化
－ネット通販拡大の背景－
久我 尚子
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Kuga Naoko

2001 年 NTT ドコモ入社。2010 年より現所属。専門は消費者行動。著書に『若者は
本当にお金がないのか ? 統計データが語る意外な真実』
（光文社新書、2014 年）等。

選択肢の多様化と拡大する
EC 市場

図１ 小売業の業態別売上高の推移
（兆円）
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今、「インターネットで買えるものは基本的
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るのではないでしょうか。洗剤やシャンプーな
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るという声もよく聞きます。２時間程度で届く
ますます利便性が高まっています。

百貨店

8

どの日用雑貨、水やお米などの重さのあるもの

ネット通販サービスも登場し、
消費者にとって、

Eコマース

（年）

資料：経 済産業省「商業動態統計」
、E コマースは「平成 30 年度我が国
におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（電子商取引に関する
市場調査）」より作成

1990 年代以降、消費者が商品・サービスを
入手する手段は多様化し、その中でもネット通

インゲームや電子書籍などのデジタル系が 2.0

販などの電子商取引
（E コマース）の勢いが増し

兆円です。このうちサービス系
（対前年伸び率

続けています。経済産業省
「商業動態統計」
によ

11.6％）
や物販系
（同8.1％）
が特に伸びています。

ると、小売業の売上高は、1990 年代前半は百

これらは事業者から消費者へ提供されるBtoC

貨 店 が 首 位 で し た が、 そ の 後 減 少 し 続 け、

市場ですが、最近はネット上のマッチングプラッ

1990 年代中盤にはスーパーが、2009 年から

トフォームを介して、主に個人と個人
（CtoC）

コンビニエンスストアが百貨店を上回りました

が直接やりとりするようなシェアリング・エコ

（図１）。さらに近年、Ｅコマースが著しく伸び

ノミー
（シェア経済）
が急成長しています。内閣

て 2015 年 に ス ー パ ー を 抜 き、2018 年 に は

府によると、2016 年のシェア経済の市場規模

18 兆円にまで成長しています。

は約５千億円、このうちフリマアプリなどのモ

E コマースの売上高 18 兆円の内訳は、食品や

ノのシェアが約３千億円、民泊などのスペース

衣類、家電などの物販系が 9.3 兆円、旅行や金融

のシェアが約 1800 億円、家事代行などのスキ

サービスなどのサービス系が 6.6 兆円、オンラ

ルのシェアが約 250 億円です＊１。

＊１	内閣府経済社会研究所「シェアリング・エコノミー等新分野の経済活動の計測に関する調査研究」
（2018 年７月）
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消費環境とライフスタイルの変化
－ネット通販拡大の背景－

また、モノのシェアの代表格であるフリマア
プリの市場規模の試算によると、2016 年で

おけるスマホの割合が初めてガラケーを上回り
ました
（図２）
。

3052 億 円、2017 年 で 4835 億 円、2018 年

スマホ上では、ネットや SNS を介した情報の

で 6392 億円と、この２年で実に２倍以上に成

流れと、ネット通販サイトやショッピングアプ

長しています

＊２

。

リによる購買行動がシームレスにつながってい

つまり、消費者が商品・サービスを得るため

ます。何気なくSNS を見ていたら、興味を引く

のチャネルはますます多様化し、ネット化が進

広告が表示され、それをクリックすると通販サ

むとともに、BtoC だけでなく CtoC、いわゆ

イトへつながったという経験のある人は多いで

るフリマアプリの登場によって、例えば新品だ

しょう。いつでもどこでもネットにつながる消

けでなく中古というように、取引相手や商品・

費者層が拡大することで、年代によらずネット

サービスの選択肢も増えているのです。

を利用した商品・サービスの購入や取引は増え

スマホや SNS の浸透と
消費者行動の変化

ています。今後は 70 歳代、80 歳代にもスマホ
による E コマースは広がっていくと思われます。

ライフスタイルの変化と
利便性ニーズの高まり

E コマースが著しく伸びている背景には何が
あるのでしょうか。大前提として、ネットやス
マートフォン
（以下、スマホ）の普及によって、

E コマースの拡大には、ライフスタイルの変

サービス基盤が整ったことが挙げられます。総

化も影響しています。女性の就業率が高まり、

務省「通信利用動向調査」によれば、2018 年の

1990 年代半ばに共働き世帯数が専業主婦世帯

ネット利用率は 13 歳以上の消費者全体で約８

数を上回るようになりました
（図３）
。

割、13 ～ 59歳では９割を超えています。また、

共働き世帯では専業主婦世帯と比べて家事や

ネットを利用するための機器で最も多いのはス

育児に充てられる時間や人手が少ないため、利

マホで、全体で約 75％、20 ～ 49 歳で約９割、

便性重視志向や時間短縮ニーズが高い傾向があ

13 ～ 19 歳や 50 ～ 59 歳で約８割をそれぞれ

ります。総務省
「平成 30 年家計調査」
によると、

超えます。60 ～ 69 歳では現在のところ約６

子育て世帯＊３ の１カ月の消費支出は、専業主

割ですが、2018 年に保有するモバイル端末に

（専業主
婦世帯＊４と比べて共働き世帯で、外食

図２ 60 歳代の保有するモバイル端末の推移

図３ 共働き世帯数と専業主婦世帯数の推移
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資料：総務省
「通信利用動向調査」より作成
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資料：独立行政法人労働政策研究・研修機構
「早わかり グラフでみる
長期労働統計」より作成

「平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
＊２	経済産業省
（電子商取引に関する市場調査）」
＊３	世帯主の年齢が 60 歳未満で夫婦と子ども２人の核家族世帯
＊４	夫のみ有業の世帯
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－ネット通販拡大の背景－

婦世帯 17,418 円、共働き世帯 19,430 円で＋

る高齢者などが増え、社会的な課題となってい

2,012 円）や調理食品
（専業主婦世帯 9,157 円、

ます。しかし、70 歳代や 80 歳代にもネットや

共働き世帯 10,285 円で＋1,128 円）
、家事代

スマホの利用が広がれば、ネット通販は
「買い

行サービス
（専業主婦世帯 647 円、共働き世帯

物難民」
の救済につながる可能性があります。

733 円で＋86 円）等が多い傾向があります。

おわりに

また、総務省
「平成 30 年家計消費状況調査」
によれば、１カ月のうちネットで注文した世帯
の割合は、専業主婦世帯

＊５

経済産業省によれば、すべての商取引金額に

は 47.5％ですが、

対する電子商取引市場規模の割合を示す EC 化

共働き世帯は 55.1％（＋7.6pt）となっていま

率は上昇傾向にあり、2018 年で 6.2％となっ

す。 な お、 世 帯 主 の 年 齢 別 に は 35 ～ 59 歳

ています＊６。EC 化率は、中国や米国のような

61.2％、34 歳以下 59.2％、60 歳以上 28.8％

国土の広い国で高いほか、日本より国土の狭い

の順であり、子育て世帯も多い中間年齢層で

英国やドイツ、韓国などでも日本を上回る状況

ネット注文の利用が多くなっています。

を見れば、日本の EC 市場はまだまだ拡大の余

さらに、近年の日本の世帯構造の変化には、

地があると言えます。

単身世帯の増加も挙げられます。未婚化や晩婚

「女性の活躍推進」政策をはじめとして仕事と

化の進行のほか、核家族化の進行で高齢単身世

家庭の両立環境の整備が進むなかで、若い世代

帯が増えているためです。単身世帯は 2015 年

ほど共働きがスタンダードになっていくでしょ

の国勢調査で全体の 34.5％となり
（図４）
、この

う。また、さらなる少子高齢化の進行により、

うち 34.1％は 65 歳以上の高齢者世帯です。し

2040 年には単身世帯が全体の４割を占めるよ

かも地方の過疎地域で、特に高齢単身世帯が増

うになります。今後とも、利便性重視志向や時

えており、「買い物難民」
や
「買い物弱者」
という

短ニーズが強い消費者層は拡大していきます。

言葉があるように、地元の商店街の衰退などに

消費者のネット通販ニーズがますます高まる

よって、食料品などの購入に不便や苦労を感じ

一方で、既に宅配業界では人手不足や宅配量・
再配達負担の増加など

図４ 家族類型別世帯割合の推移

が深刻な問題となって
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核家族：夫婦のみ

核家族：夫婦と子

店舗での受け取りや
SNS を 用 い た 宅 配 業
者とのコミュニケー
ションなどが広がって
いますが、消費者も利

1970 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20 25 30 35 40（年）
単身

います。コンビニ等の

核家族：ひとり親と子

その他

※注 2015 年までは実績値、2020 年以降は推計値。
資料：国立社会保障・人口問題研究所
「人口統計資料集（2018 年版）」および「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」
（2018 年推計）より作成

＊５	世帯主の配偶者が非就業の世帯
「平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
＊６	経済産業省
（電子商取引に関する市場調査）」
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宅配便の再配達をめぐる現状と課題

2

矢野 裕児

Yano Yuji

流通経済大学流通情報学部教授

工学博士。専門は物流、ロジスティクス。国土交通省、環境省等
の宅配再配達に関連する各種委員会の座長を歴任。

宅配便の進展と物流が抱える課題
1970 年代半ばに宅配便サービスが誕生し、

億円で、最近５年間で 39.6％増加しています。
日本の消費者向け販売
（BtoC）における電子商
取引（EC）による比率は 6.2％となっています

約 40 年が経過しました。宅配便は、戸口まで

が＊２、諸外国に比べれば日本の比率は、現状

の集配、短い到着日数、分かりやすい料金設定、

では必ずしも高い訳ではありません。中国では

30㎏以内の荷物なら運んでもらえるといった

22.7％、イギリスでは19.3％、さらにアメリカ

利便性から、利用者に広く受け入れられ、我々

では 9.0％とされており、このような状況をみ

の生活に欠かせないサービスとなっています。

ると、日本のネット通販市場の拡大傾向が今後

宅配便の年間総取扱個数は、図１のように

も続くと予想されます。
ところで昨今、宅配危機、物流危機という言

順調に伸び続け、2017 年度は 42.5 億個に達
しました

。これまで何回か、宅配便市場は

＊１

葉がよく使われるようになりました。これは、

飽和しつつあると言われたことがありますが、

取扱個数の増加だけでなく 2013 年秋ぐらいか

利用しやすいサービスの提供が、新たな需要を

らドライバーの人手不足問題が顕在化し、商品

生み、その度にさらに宅配便市場は拡大し続け

を運びきれないという問題が発生していること

てきました。そして、近年の宅配便の伸びは、

にも起因します。人手不足については、
小売業、

ネット通販によるところが大きいと言えます。

飲食店などのサービス業でも問題となっていま

日本の通信販売市場は2017年度で約７兆5500

すが、そのなかでもドライバーに関しては、特

図１ 宅配便取扱個数の推移
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に最近２、３年は深刻となっ
ており、有効求人倍率が３倍
を超え、ドライバーを募集し
てもなかなか集まらないとい
う事態になっています。現在
発生しているドライバー不足
問題の背景として、生産年齢
人口の減少により、労働力確
保が難しくなっていること、
物流業界の長い労働時間、き

1985

1990

1995

2000

2005

2015（年度）

2010

つい作業内容、さらに安い賃

＊１ 宅配便取扱個数の推移（国土交通省調べ）
（平成 29 年度） https://www.mlit.go.jp/common/001252227.pdf
 済産業省
「平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備
＊２ 経
（電子商取引に関する市場調査）報告書」
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190516002/20190516002-1.pdf
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宅配便の再配達をめぐる現状と課題

金といった問題により、若い人がドライバーに

は消費者にとって最も身近な物流であり、再配

なりたがらないことなどがあります。

達による無駄も理解されやすいものであったた

そのため、ドライバーの高齢化は急速に進展
しており、道路貨物運送業では就業者の約４割

めに、再配達問題は、広く認識されることにな
ります。

が 50 歳以上であり、20 歳代のドライバーがほ

不在による再配達が増えると、そのために多

とんどいない状況となっています。同時に、働

くの配達員が必要になるため、宅配事業者にとっ

き方改革により、ドライバーの過重労働が見直

て、悩みの種となっています。国土交通省によ

され、従来のような長時間労働による集配業務

ると、再配達に必要な労働力は、年間約９万人

が改善されていることもあります。
このように、

分に相当すると試算されています。

ドライバー不足は、短期的な需給バランスによ

さらに、再配達のために、トラックが長い距

るところではなく、長期的な問題となることが

離を走ることになるため、環境問題の側面から

予想されます。

も好ましくありません。再配達により、年間で
約 42 万トンの CO2 が排出されていると試算さ

再配達問題の現状

れており、再配達は宅配事業者の配送効率を悪

現在、家庭向けの宅配便サービスは、受取人
不在による再配達問題と過疎地域などの集配密

くしているだけでなく、社会経済的損失という
側面もあるわけです。

度が低い地域での効率の悪化という課題を抱え

再配達問題の解決に向けて

ています。最近、テレビや新聞などで、特に宅

さて、再配達をなくすにはどうしたらよいの

配便の再配達問題が盛んに報道されています。
宅配便が配達されたときに不在で、再配達をし

でしょうか。大きくは利用者と宅配事業者ある

てもらった経験は、多くの人があるかと思いま

いは通販事業者との間で、配達日時について緊

す。大手宅配事業者３社において実施した調査

密な情報交換、情報共有のしくみを作る、多様

によると、家庭向け宅配便における再配達率は、

な受取方法ができるしくみを作るという２つの

2018 年 10 月期は 15.2％となっています。地

視点が挙げられます。前者はソフトウェア中心

域別にみると、都市部
（東京 23 区で人口密度が

の対応であり、
後者はソフトウェア、
ハードウェ

高く単身世帯の占める割合が高い区）
で 16.5％、

ア両方に関わる対応と言えます。

都市郊外部（東京都郊外の市町村で世帯人口が

①配送日時の情報交換のしくみづくり

多いところ）で 14.6％、地方部
（人口の少ない

国土交通省が実施した宅配便で再配達をした

都道府県の市町村で人口密度が低く世帯人口が

利用者のアンケート調査結果によると、
「配達

多いところ）で 12.9％となっています。都市部

が来るのを知らなかった」が約 42％で最も多く

で再配達率が高いように感じますが、地方部で

なっています＊４。このため、利用者に対して、

＊３

も再配達は多く発生している状況です

。

配達日時の情報提供をすること、さらに配達希

2015 年の夏以降、国土交通省は宅配便の再

望日時の指定や変更を簡単にできるしくみを作

配達に関する検討会を開催し、多くのマスコミ

ることは、再配達減少に大きく寄与すると言え

が取り上げたことから、広く国民全体に認識さ

ます。しかしながら、家庭向け宅配便では時間

れるきっかけとなりました。従来、この問題に

指定がある比率が低いという問題があり、通販

ついては、比較的閉ざされた物流関係者のなか

事業者などと連携して解決していく必要があり

で検討されることが多かったのですが、宅配便

ます。また、不在等で配達時間を変更したい場

＊３ 国土交通省
「宅配便再配達実態調査」https://www.mlit.go.jp/common/001266422.pdf
＊４ 国土交通省
「宅配の再配達に関するアンケート調査」http://www.mlit.go.jp/common/001106352.pdf
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合、急な変更にはなかなか対応できない、簡単

かじめ指定した玄関前
（鍵・ワイヤー付）
、メー

に変更できないという問題もありますが、現在

ターボックス、車庫、物置などに置いていって

は SNS の LINE を利用した、急な変更にも可能

もらうものであり、自宅で受け取れるというこ

な限り対応できるシステムも導入されていま

とから利用者から支持される一方、盗難、ある

す。このように、配達予定日時、受取可能日時

いは不在であるということが分かってしまう危

を利用者と宅配事業者等がリアルタイムに情報

険性があり課題となっています。また、盗難保

交換できるしくみの構築が重要と言えます。

険が付いている置き配バッグなども開発されて

②多様な受け取りができるしくみづくり

います

。

＊５

また、多様な受取方法については、自宅で直

ただし、これらの方策を１つだけ実施しても

接受け取る以外のさまざまな方法を選択できる

解決ができるわけではなく、さまざまな方策を

ようにしていくことが重要です。集合住宅など

総合的に行っていくことが求められます。同時

に設置されている宅配ボックス、駅、スーパー、

に必要なのは、利用者の意識改革です。１回目

公共施設などに設置されるオープン型宅配ボッ

の配達で受け取れなかった理由について、２番

クス（以下、オープン型）
、コンビニエンススト

目に多かったのは
「配達が来るのを知っていた

アでの受け取りなどが代表的です。

が、用事ができて留守にしていた」が約 26％、

新築の集合住宅においては、あらかじめ不動

「もともと不在になる予定だったため、再配達

産事業者が宅配ボックスを設置する場合が多く

してもらう予定だった」が約 14％と、
「後日に

なっていますが、既存の分譲集合住宅、戸建て

おける再配達の依頼を前提とした不在」が合わ

住宅等においては、設置が進んでいないのが現

せて４割を占める結果となっています。このよ

状です。宅配ボックスは設置費用が高いことか

うに、再配達が当たり前という意識を持つ利用

ら、共同利用も含めた検討が必要となっており、

者が多いのも実態です。最近、再配達に関する

オープン型の展開が期待されるところです。

報道によって、利用者の意識も大きく変わって

オープン型については、2018 年度の国の補助

きたと言われていますが、利用者が、再配達は

金制度による支援により、都市部を中心として

さまざまな環境問題などの社会経済的損失を生

約 4,000 カ所設置されましたが、現状では利

むということ、コストがかかり現状のサービス

用率はまだまだ低いと思われます。

が維持できなくなるということを認識し、再配

また、消費者に対する各種サービスの窓口と

達を少しでも減らす意識を持つことが大切です。

なっているコンビニエンスストアでの受け取り

利用者からみた再配達問題

を希望する人も多くなっています。従来からコ

戸建て用宅配ボックス設置の実証実験が、

ンビニエンスストアと宅配事業者あるいは通販
事業者が個別の契約で受取場所としてのサービ

2016 年 12 月～ 2017 年３月、共働き家庭が

スを展開していますが、それをさらに拡大して

多い福井県のあわら市で行われました。設置前

いくことも必要です。

は再配達率が 49％であったのが、設置後は８％

多様な受取方法の中で、現在注目されている

にまで減少しました。対象とした約 100 世帯に

のは「置き配」です。従来から、生協、あるいは

おいて、４カ月間で約 1,000 件の再配達を削減

定期的な通信販売では一部実施されていました

でき、改めてその効果を確認できましたが、さ

が、最近、日本郵便、大手ネット通販事業者が

らに興味深かったのは、定性的な効果でした。

試験的に取り組むなど注目されています。あら

利用者の多くは、設置前には宅配便の受け取

＊５ 国土交通省
「置き配検討会」http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/okihai_lg.html
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りに つ い て、
「 ス ト レ ス を か な り 感 じ る 」が

だけでなく、各家庭に直接提供するラストマイ

32％、
「やや感じる」が 66％と、多くの人がス

ル関連のサービスとしては、店舗からの宅配、

トレスを感じていました。設置後は、
「かなり

小売店舗と連携した買い物代行、御用聞き、単

改 善 さ れ た 」が 68 ％、「 や や 改 善 さ れ た 」が

身の高齢者向けの見守りサービス、家事代行な

。さらにヒアリング結果

どさまざまなものがあります。現状として、各

では、高齢者にとっては、配達の人が訪問して

サービスが個別に動いていますが、図２のよう

も、すぐに玄関には出ていけないために、大き

にサービスを統合し、効率的に提供することに

な負担となっているという意見も聞かれまし

よって、持続可能なラストマイルのしくみを構

た。多様な受取方法は、これらの問題も解決し

築していくことが望ましいと言えます。

26％となりました

＊６

てくれるわけで、利便性というだけでなく、利
用者にとっても優しいしくみと言えます。

宅配便サービスを提供する事業者は、従来か
らさまざまなかたちで再配達を減らす工夫をし

ところで、ネット通販、宅配便が伸びた要因を

てきました。しかしながら、受け取るしくみはほ

考えるとき、その利便性に関し、時間価値も重

とんど変わらず、さらに社会変化によって不在

要な要素であることに気づきます。ネット通販

率が高まり、再配達は大きな社会問題となって

で頼めば、すぐに商品が届くという時間価値、

います。再配達削減は、提供する事業者だけで

店まで行かなくても届けてもらえるわけで、店

なく、その維持のためにも荷主、着荷主である

に行く時間が節約できるという価値がありま

受け取る側の利用者、さらに社会全体で考えな

す。その一方、宅配便が来るのに合わせて行動

くてはいけない問題と言えます。受け取るしく

するというのは、利用者にとって大きな負担に

みづくりは、社会経済的損失を小さくし、宅配

なるのであり、多様な受取方法は、そのような

事業者が効率的にサービスを提供できるだけで

制約がなくなるという時間価値を生み出すこと

なく、利用者の利便性を高め、時間価値を生み

になります。

出し、ストレスレベルを下げることにもつなが
るものです。社会の共通インフラとして課題解

ラストマイルに関連する
新たなしくみ

決に取り組んでいくべきものと言えます。

現在、ネット通販の拡大に伴い、宅配便の再
配達問題がクローズアップされています。同時

図２ ラストマイルに関連する新たなしくみ

に、少子高齢化が進むなか、地方部では過疎化

ラストマイルに関連する
新たなしくみ

が進み、近隣にあった小売店舗が閉店し、買い

宅配便の一括配送

物が不便になるという問題が発生しています。

店舗からの宅配サービス

同様の問題が発生しており、買い物弱者は全国

買い物代行サービス
御用聞きサービス
集荷サービス

を支える最後のとりでとなっています。
一方で、過疎地域などの集配密度が低い地域

家事代行サービス

では、宅配サービスを維持していくこと自体が

見守りサービス

課題となっています。ネット通販による宅配便

＊６ 福
 井県あわら市、パナソニック株式会社による「宅配ボックス実証実験」最終結果報告
https://news.panasonic.com/jp/press/data/2017/06/jn170608-1/jn170608-1.html
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消費者と実現する持続可能な社会
－宅配サービスの課題を通して－

環境省地球環境局 地球温暖化対策課 国民生活対策室

再配達削減に向け、
「COOL CHOICE できる

はじめに

だけ 1 回で受け取りませんかキャンペーン～み

現代の暮らしに必要不可欠な宅配便。私たち
の生活は、この宅配便を含めた物流システムに

んなで宅配便再配達防止に取り組むプロジェク
ト～」
を行っています
（図１）
。

よって成り立っています。忙しい日々の暮らし

キャンペーンは、賛同した関係者の協力を得

のなかでは、宅配便の再配達を依頼することも

ながら、宅配便を

多いと思いますが、実は、宅配便の取扱件数の

利用する国民一人

約２割が再配達になっています。そしてこの再

一人が、宅配便受

配達は、ドライバー約９万人分の労働力に相当

け取りの際に
「賢

し、排出される CO2 は年間約 42 万トンに上

い選択」をできる

り、環境負荷の増加や社会的損失となっていま

よう呼び掛けるも

す

。再配達の削減には、送る人、配達する人、

＊１

受け取る人がみんなで取り組むことが必要で、

図１ キャンペーンロゴ

（環境省 COOL CHOICE HPより）

のです。

【私たちができること】
宅配事業者や消費者、荷主企業や団体は、工

私たちが持続可能な社会を形成していくために

夫して荷物を 1 回で受け取れるしくみづくりを

は大変重要なポイントとなります。

「COOL CHOICE できるだけ 1回
で受け取りませんかキャンペーン
～みんなで宅配便再配達防止に取り組む
プロジェクト～」

【どういうキャンペーン？】

進めています。まずは、私たち自分自身が無理
なくできるところから始めることが大切です。
例えば、発送・到着時の時間や場所の指定、ま
たは宅配ロッカーの活用のほか、自動車通勤の
人は、受取場所を会社等にすることで、1 回で
受け取りやすくできます。

「COOL CHOICE」とは、2015 年に採択さ

①荷物を送るとき

れたパリ協定を踏まえ、2030 年度に温室効果

国土交通省の報告書＊１ によると、再配達に

ガスの排出量を 2013 年度比で 26％削減する

なった理由として最も多かったのは
「配達が来

という日本の目標達成のため、脱炭素社会づく

るのを知らなかった」で、全体の約 42％を占め

りに貢献する製品への買い替え・サービスの利

ます。これを防ぐためにも、誰かに荷物を送ると

用・ライフスタイルの選択等、地球温暖化対策

きは、送り先への連絡と時間指定が有効です。

に資する「賢い選択」
をして脱炭素社会をめざし

②荷物を受け取るとき
受取通知、
時間帯指定サービスを使うことで、

ていこうという取り組みです。
その１つとして環境省では、2017 年 3 月か

あらかじめ受け取れる時間帯や受取場所を指定

ら、経済産業省および国土交通省と連携し、環

し、自宅の宅配ボックスや通勤経路上の宅配事

境負荷の増加や社会的損失につながる宅配便の

業者の営業所やコンビニ等で、1 回で受け取り

＊１	国土交通省
「宅配の再配達の削減に向けた受取方法の多様化の促進等に関する検討会報告書」
http://www.mlit.go.jp/common/001106397.pdf
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－宅配サービスの課題を通して－

表１ 受取通知・時間帯指定サービス
受取通知サービス
佐川急便株式会社
（宅配サービス）
日本郵便株式会社
（宅配サービス）
ヤマト運輸株式会社
（宅配サービス）
アスクル株式会社
（EC サービス）
楽天株式会社
（EC サービス）

受取時間帯指定サービス

WEB トータルサポート

７区分時間帯で指定可能

配達予定通知メールサービスを受け取ることに
より、事前に受取日時の指定変更が可能

午前中
（８-12 時）
、12-14 時、14-16 時、
16-18 時、18-20 時、18-21 時、19-21 時

e 受取アシスト

７区分時間帯で指定可能

メールや LINE で荷物のお届け予定を受け、そ
のお知らせからお受け取り方法の変更が可能

午前中、12-14 時頃、14-16 時頃、16-18 時
頃、18-20 時頃、19-21 時頃、20-21 時頃

クロネコメンバーズ

５区分の時間帯で指定可能

e メールや LINE 等でお届け予定やご不在連絡等
の通知を受け、受取場所・時間の変更が可能

午前中、14-16 時、16-18 時、18-20 時、
19-21 時

「Happy On Time」

18 区分時間帯で指定可能

「LOHACO」の購入商品の配達を 30 分単位のお
届け時間のお知らせ、10 分前の直前お知らせ

６-24 時まで１時間単位で指定

楽天市場の商品の配送状況の通知機能

注文の際に配送日時を指定可能

対象は楽天の配送サービス
「Rakuten EXPRESS」 各ショップ、取り寄せ商品、利用配送業者など一
によって配送される商品
部条件によっては日時指定ができない場合あり。



（環境省 COOL CHOICE HPより執筆者作成）

表２ 受取場所
佐川急便株式会社
（宅配サービス）
日本郵便株式会社
（宅配サービス）
ヤマト運輸株式会社
（宅配サービス）
楽天株式会社
（EC サービス）

営業所受取

コンビニ受取

佐川急便の
事業所

ローソン
ミニストップ

宅配ロッカー

「PUDO
（プドー）
ステーション」

郵便局

ローソン
ファミリーマート
ミニストップ

ヤマト運輸の
事業所

セブンイレブン
ファミリーマート など

郵便局
受取可能

Packcity Japan が 契 約
している宅配会社が利用
できるオープン型宅配便
ロッカー

ローソン
ファミリーマート
ミニストップ

「楽天 BOX」

※受取可能なサービス等、各社により条件が異なりますので、詳細は各社HP 等にてご確認ください。

2位

サービスは表 1、表 2 のとおりです。

「はこぽす」

（環境省 COOL CHOICE HPより執筆者作成）

時間指定をしたが
（午前中着など）荷物が
いつ届くか分からず困った

【課題】

3位

このような受取時間や場所の指定は、再配達

子 どもを寝かしつけた
（または自身が寝
ていた）
のにピンポンの音で起こされた

削減のために有効です。ところで、宅配便を受

受け取りストレス解消のための、
荷物の受け取り方改革

け取る際に感じる
「受け取りストレス」
をご存じ
ですか。株式会社ナスタが福岡市の協力のもと

「置き配」
です。
「置
ここで注目されているのが

行った実証実験によると、受け取りストレス度

き配」とは、利用者があらかじめ指定する場所

１～３位は以下になります。
1位

荷物や郵便物を、郵便局
などに設置されたロッ
カーで受け取りまたは差
し出すことができる

「楽天市場」
での購入時に 「楽天市場」
での購入につ
指定可能
いては、一部商品が対象

注文時にコンビニ受取
を指定可能

やすくなります。主な宅配便関係企業による

「はこぽす」

楽 しみにしていた荷物や、受け取りた

（玄関先等）
に非対面で配達することです。再配

かった荷物が指定日に受け取れなかった

達の削減により、CO2 排出の抑制や配達員の

2019.8 国民生活

9

特集 消費者行動の変化と宅配サービス
特集

3

消費者と実現する持続可能な社会

－宅配サービスの課題を通して－

労働負荷が軽減でき、受け取りストレスも減ら

）

取り組みを広げるために

せます。

【宅配ボックス】

1 回受け取りキャンペーンでは、
「アイデア

宅配ボックスの普及に向けた福岡市での先進

開発プロジェクト」
を行い、
特に学生や若年ワー

的な取り組みを紹介します。先述の株式会社ナ

カー、共働き夫婦等、日中の大半を留守にして

スタは、戸建て住宅用ポスト・宅配ボックス
「ス

いる人々の再配達防止に向け、
「意識や行動」を

マポ」
（写真１）を開発、同市に協力して市内の

変えるためのアイデアを学生と一緒につくり出

戸建て住宅 1,000 世帯に無償で宅配ボックスを

しているほかに、アンケート調査やワークショッ

提供し検証を行った結果、
宅配ボックス設置後、

プを通して
「漫画」
、
「動画」
、
「SNS」の３つの普

大幅に受け取りスト

写真１ 戸建て住宅用ポスト・

及啓発を実施しています。

レスが減少したと報

（環境省 COOL CHOICE HPより）

宅配ボックス「スマポ」

【漫画による普及啓発】
環境省はタツノコプロとコラボレーションし、

告しています。取り
組み結果を周知する

宅配便を 1 回で受け取るために消費者ができる

ことで、宅配ボック

取り組みを周知する
「ヤッターマン×再配達防

スの認知・理解を深

止」サイトを期間限定で立ち上げ、1 コマ漫画
（図２）
を掲載しています。

め、普及につなげよ
うとしています。

図２ ヤッターマン×再発防止！ COOL CHOICE 宅配便

できるだけ１回で受け取りませんかキャンペーン

【OKIPPA】

＊２
（環境省 COOL CHOICE HPより）

宅配ボックスは、設置場所等の課題がありま
す。これを解決する手法として注目されている
のが、Yper 株式会社が提供する
「OKIPPA
（オ
キッパ）」です。利用者は、専用のバッグと専用
ロック、使用方法などが書かれた配達員用プラ
カードをドアノブ等に掛けておくことで荷物の
受け取りが可能になります
（写真２）。
同社と日本郵便株式会社が協働で、東京都杉並
区の 1,000 世帯へ OKIPPA

【動画や SNS での普及啓発】
動画は
「パルクール」
を使ったコメディ仕立て

写真２

を 無 料 配 布 し、2018 年 OKIPPAバッグ、専用ロック、

「#nomore 再 配 達 」の
の 内 容 に し ＊ ３、SNS は

12 月の１カ月間、効果実

ハッシュタグで、周知に努めています。

配達員向けプラカード

（環境省 COOL CHOICE HPより）

証を行ったところ、いた

最後に

ずらや盗難等の問題の発

このように、宅配サービスの改革が始まって

生なく、再配達を 61％削
減 で き た と し て い ま す。

います。まずは、自分ができることから選択して

一方で、オートロックマ

取り組むことが大切です。一人一人の COOL

ンションなどでの利用に

CHOICE（賢い選択）で宅配便の再配達を減ら

は課題があり、引き続き

し、これらの積み重ねで持続可能な社会を少し

利用試験を進めています。

ずつ実現していきましょう。

＊２	ヤッターマン×再発防止！ COOL CHOICE できるだけ１回で受け取りませんかキャンペーン
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/butsuryu/comic/
＊３ 動画コンテンツ https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/butsuryu/movie/
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消費者問題

アラカルト

自転車を知ろう
―日常点検はどうやる？ 部品の名称、言えますか？―

国民生活センター 商品テスト部

日々、多くの人々に使われている自転車です

に出荷するのが一般的です
（写真１）
。そして販

が、一方で転倒などによる重篤な事故情報が全

売店で最終的に組み立て・整備され、販売され

国の消費生活センターに寄せられています。

ます。

今回は、事故防止のため、知っておくと役立

自転車にはママチャリなどと呼ばれる「シ

つ自転車の各部の名称と簡単なしくみのほか、

ティ車」
、移動や保管を意図し軽量・コンパク

点検方法や保険制度について説明します。

ト化を図った
「小径車」
、
クロスバイクなどの中・

自転車のしくみとパーツの名称

長距離の快適走行を目的とした
「スポーティ
車」
、競技などの目的に特化した
「スポーツ専用

自転車はフレームと呼ばれる本体に、ハンド

自転車」
、電動モーターでこぐ力を補助してく

ル、ブレーキ、車輪など、多数の部品が組みつ

れる
「電動アシスト自転車」
などがあります＊１。

けられてできています。自転車メーカーは、構

生活の足としてなじみのあるシティ車の部品

成部品を部品メーカーから仕入れて組み立て、

名称は写真２のとおりです。
簡単に自転車のしくみを説明すると、自転車

輸送しやすいよう、一部未完成の状態で販売店
写真１ 自転車メーカーから販売店へ出荷される状態
（一例）

は、
「ペダルを踏むと、ギヤクランク、チェーン、
小ギヤを介して後車輪に回転力が伝わり、進
む」
「ハンドルバーには左右にそれぞれブレーキ
レバーがあり、右は前ブレーキ本体と、左は後
ブレーキ本体とワイヤでつながっている。ブ
レーキレバーを握ると、ブレーキ本体が車輪の
回転を抑えるように働き、減速・停止できる」
などとなります。
製品に問題があったときや、事故が発生した
とき、
販売店やメーカー、
保険会社に連絡を取っ
たり、消費生活センターに相談したりする際に

※一般財団法人自転車産業振興協会
『スポーツバイクメカニック教本
【ロードバイク編】
』
より引用

＊1

は、各部の名称を使って説明できるとスムーズ
なので正しい名称を使いましょう。

ウェブ版
「国民生活」2016 年 3 月号特集３「自転車を安全に使うには？」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201603_03.pdf
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消費者問題

アラカルト
自転車の点検・整備のポイントと
保険への加入

タイヤ

●自分でできる日常点検

気圧を確認しましょう。空気圧不足は走行のた

安全な使用のため、日常でできることがあり
ます。どれも危険な衝突や転倒を招かないため
に気をつけるべき大切なこと
ばかりです。以下のように日
頃から確認しておきましょう。
ブレーキ

シティ車では１～２週間に１回程度、スポー
ティ車やスポーツ専用自転車ではより頻繁に空
めにこぐ力が余計に必要になるほか、不安定に
なったり、パンクしやすくなり危険です。

写真２ 自転車（シティ車）のパーツの名称

サドル

バスケット

左右のブレー キ レ バ ー を

シートポスト

前ブレーキ本体

握って、車体を前後に揺すっ

ドレスガード

前照灯

て車輪が動かないことを確認
しましょう。走行中にブレー
キが利かないと減速・停止で
きなくなり、歩行者や車両、
障害物と接触して事故につな

前ホーク
後車輪

前車輪
フレーム

ギヤクランク
ハンドルバー

ベル

がる可能性があります。
ハンドルと前車輪
自転車の前に立ち、前車輪
を両足で挟んでハンドルを左

ブレーキレバー

グリップ

ブレーキ
ケーブル
ハンドルステム

右に動かし、ハンドルステム
が回転しないことを確認しま
しょう。走行中に固定がずれ
そう だ

てしまうと、操舵できなくな
るため、歩行者や車両、障害
物を避けることができず事故
につながる可能性があります。

リヤキャリア

リヤリフレクタ
前どろよけ
後どろよけ

サドルとシートポスト

ペダル

垂直方向、平行方向にたた
いてみて、動かないことを確

スタンド

認しましょう。
前照灯
出発前に点灯 を 確 認 し ま
しょう。無灯火での走行は道
路交通法違反であるだけでな
く、前方の路面状況を確認し
にくいうえ、歩行者や他の車
両から認識されにくく危険で
す。

チェーンケース
ハブ、
後ブレーキ本体
チェーン
小ギヤ

スポーク
タイヤ
リム

2019.8 国民生活
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消費者問題

アラカルト
チェーン

また、自身の安全のためにも、少なくとも年

たるみがないか、油が切れていないかを確認
しましょう。走行中にチェーンが外れるとバラ

に１回は、自転車販売店でプロによる点検・整
備を受けましょう。

ンスが崩れ危険です。また、油が切れたまま使

なお、自転車安全整備店では、自転車安全整備

用を続けるとチェーンがさびて、ペダルをこぐ

士が点検整備したときに、
「TS マーク」を貼 付

力が余計に必要になるほか、チェーンの寿命が

してもらうことができます。このマークには傷

短くなります。

害保険、賠償責任保険、被害者見舞金
（赤色 TS

リヤリフレクタ

マークのみ）
が付いており、有効期間は
「TS マー

割れていないか、地面に対して垂直で真後ろ

ちょう ふ

ク」
に記載されている日から 1 年間です
（図１）
。

に向いているか確認しましょう。割れや向きの

そのほかにも、ウェブ版
「国民生活」の 2016

ずれがあると、夜間に後方から来る自動車に認

「JIS マ ー ク 」
「SG マ ー ク」
「BAA
年 3 月 号＊１ で

識されにくくなり危険です。

を紹介しています。
マーク」
「SBAA マーク＊２」

●自転車保険に加入し、少なくとも年に１回

図１ TS マーク

は自転車販売店でチェック
近年、自転車で交通事故を起こしてしまい、
高額な損害賠償請求を受ける事例がみられま
す。万一に備えて、自転車保険への加入を検討
しましょう。一部の自治体で自転車保険への加
入が義務化されていますが、こうした動きは、
今後さらに広がる可能性があります。

消費生活相談に当たっての大事な情報
自転車の不具合で転倒したなどの事故について
も消費生活相談（188）が利用できます。自転車に
関する相談をする際や相談を受ける際には、でき
れば次の情報があるとよいでしょう。自転車本体
の情報は、自転車の車体、取扱説明書、保証書、
自転車防犯登録カード
（図２）に記載されていま
す。（労災は対象外）
図２ 自転車防犯登録カードの例

※ TS マークには青色マーク（第一種）と赤色マーク（第二種）があり、賠
償内容が異なる。

破損や事故が発生している際には、破損箇所、
事故のようす、現場の路面状況などの詳細が分か
るとよいでしょう。特に破損箇所は可能な限り早
めに写真を撮影しておきましょう。
◦自転車の購入店
◦支払手続き
◦製造者または販売者
◦自転車の銘柄名、型式
◦車体番号
◦各種マークの有無
◦購入年月日
◦乗っていた人の詳細
（年齢、身長、体重）
◦積んでいた荷物の内容
◦使用期間と頻度
◦１回当たりの走行距離
◦保管環境
◦部品交換、整備履歴
◦事故の詳細
（事故日時、事故の状況、破損など
の状況、けがの具合、天候、道路環境）
◦事故品が手元にあるか
◦自転車の破損状態や身体の負傷部分の写真

＊２ 「SBAA

マーク」は、2018 年 3 月末でスポーツ用自転車安全基準が廃止されたことに伴い、「品質を示すマーク」から、「スポーツ用自転車の需要
拡大に向け、制度の理念や指針に賛同される事業者を認定するマーク」へと変更されている。

2019.8 国民生活

13

困ったときの

相談機関

第

3

回

（一社）
生命保険協会
生命保険相談所

相談できること

連絡先

概要

生命保険会社が取り扱う生命保険契約に関する
苦情全般

料金

無料

☎︎ 03-3286-2648
※各地に連絡所（50 カ所）を設置。最寄りの連絡所については、
ホームページ参照 https://www.seiho.or.jp/contact/about/
●受付時間：9：00 ～ 17：00
（土・日、祝日、年末年始を除く）
●〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル３階

内容や個別の事情等を丁寧にお伺いし、保険商

設立経緯と概要

品のしくみ等に関する説明やその他の情報提供

一般社団法人生命保険協会では、1961 年に

のほか、生命保険会社との交渉のための助言を

生命保険相談所
（以下、相談所）
を設置し、保険

行うことなどにより、解決に向けた対応をして

契約者等からの相談・苦情への対応を行ってき

います。

ました。近年では、金融審議会答申「21 世紀を

また、
申出人
（保険契約者等）
の意向があれば、

支える金融の新しい枠組みについて」
（2000 年

相談所から申出内容を保険会社に連絡し、解決

6 月）を受け、2001 年 4 月に、自主的な裁判外

に向けた対応を行うよう依頼します
（
「苦情処理

紛争解決機関（ADR 機関）である裁定審査会を

手続」
といいます）
。その後、保険会社から適宜

設置し、生命保険をめぐる紛争の解決に当たっ

報告を受け、最終的な対応結果まで確認してい

てきました。

るほか、
申出人からの再相談にも応じています。

その後、2010 年 9 月 15 日付で、金融庁長

③紛争解決に向けた手続き

官から保険業法に基づき
「指定紛争解決機関」
の

苦情解決依頼を行った後、原則として 1 カ月

指定を受け、公正・中立な立場から、生命保険

が経過しても問題が解決しない場合には、保険

業務に関する苦情処理および紛争解決の業務を

契約者等は裁定審査会へ
「紛争」
の裁定を申し立

行っています。裁定審査会では、2001 年の設

てることができます
（苦情処理手続を行うこと

立時から 2,766 件（2019 年 3 月末）の紛争を取

なく、裁定審査会へ申し立てることはできませ

り扱ってきました。

ん）
。なお、申立てに費用はかかりません。裁
定審査会は、保険会社と利害関係を持たない弁

相談所での対応

護士 7 名、消費生活相談員 7 名、当協会職員 3

相談所では、生命保険に関して ①相談の受

名からなる 17 名の委員で構成されています。
審理においては、書面に加え、原則としてす

け付け ②苦情解決の支援 ③紛争解決に向けた
手続きを行っています。

べての事案において、当事者から事情の聞き取

①相談の受け付け

り
（事情聴取）
を行い、解決につながる個別事情

生命保険に関するご相談や問い合わせを受け

の把握に努めています。申立人が東京以外にお

付けており、必要な説明、情報提供、助言など

住まいの場合には、テレビ会議システムを利用

を行っています。

し、最寄りの連絡所
（各道府県に設置）
において

②苦情解決の支援

事情聴取を実施しています。

生命保険の専門知識を有する相談員が、苦情

2019.8 国民生活
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困ったときの相談機関

図１ 苦情内容別件数
（n＝4,220）

理由がないと判断したときは、裁定手続きを終
了します。また、和解による解決が相当である
と判断したときは、当事者双方に和解受諾勧告

入院等給付金
不支払決定

を行います。この場合、申立人は、和解案を受
諾するかどうか自由ですが、保険会社には原則

その他

29.2%

として受諾する義務があります
（なお、手続き

16.2%

説明不十分

満期保険金・
年金等

のなかで和解をあっせんすることもあります）
。

12.9%

3.0%

相談所に寄せられる苦情内容

その他新契約関係

保険契約者等から寄せられる苦情は 2007 年

個人情報取扱関係

不適切な
募集行為

9.9%

3.2%

3.4%

度以降減少傾向にあり、2018 年度では、4,220

契約内容変更
3.8% 不適切な話法 解約手続

件でした。これを苦情内容別に分類すると、図

4.9%

6.8%

入院等給付金
支払手続

6.8%

１のとおりです。
また、発生原因別でみると、
「営業担当者
（営
業職員・代理店）
」
を原因とする苦情が最も多く、

す。裁定審査会では、法令や約款のみに重きを

苦情全体の半分強（56.4％）を占めています。

置くことなく、より柔軟な解決の糸口となる個

このうち、特に、近年では、代理店を原因とす

別事情の把握に努め、それらを反映・考慮した

る苦情の割合が高まっています
（18.3%）
。

積極的な和解提案を行うこととしています。例
えば、申立人が契約時の説明が不十分で、思っ

裁定審査会の審理状況

ていた内容と異なるとして保険契約の無効を求

裁定審査会への申立件数は、図２のとおりで

めている事案においては、契約時の説明内容や

主な苦情受付事例
〈入院等給付金不支払決定〉

告知義務違反
担当者からは告知しなくてよいと言われたに
もかかわらず、入院給付金の請求をしたとこ
ろ、告知義務違反として契約を解除された。
約款非該当
しゅよう
組織検査をし、良性の腫瘍と診断され、手術
をした。保険会社に給付金請求について確認
したところ、不支払いであり、悪性新生物で
あれば支払うと言われた。

〈説明不十分〉

変額保険
死亡保障のついた投資信託みたいなもの、と
代理店から説明を受け、
変額保険に加入した。
保険料が全額運用に回っていると思っていた
が、そうではなかった。

保険料の支払い
既契約の満期時に、満期保険金で全期間一時
払いの 10 年満期の保険を希望し、契約した
が、今般、残り数年は保険料を支払ってほし
いと通知が届いた。

〈不適切な募集行為〉

無断契約
30 年以上前から契約している保険について、
契約者である自分が知らないうちに、配偶者
が営業職員に言われ、契約の見直しを勝手に
何度も行っていた。
払済保険
数年前、３回保険料を払い込んで払済保険に
すれば得すると営業職員に言われて、契約し
た。今般、払済みにしたが、損することが分
かった。
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困ったときの相談機関

状況を確認するほか、その商品を提案した合理

公表しています。

的な理由の有無や保険会社の不適切な対応等の

適正な業務運営の確保

把握に努め、個別事情を踏まえた柔軟な解決に
努めています。裁定審査会の審理結果は、図３

相談所には、外部有識者
（学者、弁護士、医

のとおりとなっており、約３割の事案において

師および消費者代表）からなる
「裁定諮問委員

和解が成立しています。
なお、
生命保険協会ホー

会」
（以下、委員会）
が設置されています。委員

ムページでは、すべての審理事案について、事

会は、相談所長の諮問・相談に応じるほか、相

案の概要、当事者の主張および裁定の結果等を

談所の業務の公正・円滑な運営を図るため必要
に応じて提言・意見などを行っており、相談所
ではそれを踏まえた業務改善を図っています。

図２ 裁定申立件数
申立人からの裁定申立内容

2018 年度
件数

占率

また、裁定審査会への申立人や相手方の保険
会社を対象に利用者アンケートを実施してお
り、相談所をご利用いただいた方の率直な声を

契約取消もしくは契約無効請求

94

29.0%

銀行等代理店販売における契約無効
請求

13

4.0%

107

33.0%

保険金請求（死亡・災害・高度障害等）

15

4.6%

配当金
（祝金）等請求（買増保険金・
年金等）

6

1.9%

スムーズに手続きを進めることができます。

保全関係遡及手続請求

50

15.4%

収納関係遡及手続請求

11

3.4%

①保険証券 ②募集時に交付された商品パ

その他

28

8.6%

323

99.7%

1

0.3%

324

100.0%

給付金請求（入院・手術・障害等）

そ

受理件数合計
不受理件数
裁定申立件数合計

今後の運営見直し等に生かし、より中立性・公
正性、
利便性等の高い業務運営を図っています。

相談するに当たって
お手元に次のような書類を準備いただくと、

ンフレット ③設計書 ④保険会社からの通
知書
生命保険協会ホームページでは、受付苦情・
裁定審査会の審理状況や審理結果など、さまざ
まな情報を発信していますので、
ご覧ください。

図３ 裁定手続終了件数
2018 年度

審理結果等の状況

件数

占率

和解が成立したもの

111

30.1%

和解が成立しなかったもの		

257

69.7%

33

8.9%

196

53.1%

相手方会社からの裁判等による解決の申出が認められ、裁定手続を開始しなかったもの

0

0.0%

申立人から申立が取り下げられたもの

9

2.4%

19

5.1%

1

0.3%

369

100.0%

和解案の受諾勧告がなされたが、当事者が受諾しなかったもの
和解による解決の見込みがなく、裁定手続を終了したもの

事実確認の困難性等の理由から、裁判等での解決が適当であると判断し、裁定手続を終了したもの
適格性がないものとして、裁定を行わなかったもの
（不受理）
合

計
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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。

SDGs

第

2

回

消費生活センター発

ACTION! SDGs プロジェクト
－木更津市の取り組み－
松木 貴史

Matsuki Takafumi

木更津市消費生活センター 主任主事

2011 年４月に木更津市入庁。現在は市民活動支援課にて消費生活センター運営
業務や消費者教育に関する啓発活動に従事。

「ACTION! SDGs プロジェクト」
の
成り立ち
木更津市では、人と自然が調和した持続可能
な都市を構築し、次世代につなぐ独自の施策
「オーガニックなまちづくり」を進めています。

もらおう ②市職員で
「新しいものさし」を共有
しよう ③課題を共有する他の部署や機関と連
携を行おうという、３つのアクションを柱とし
ています。

アクション①まずは SDGs を知ってもらおう
◆ SDGs アイコンの
「見える化」

オーガニックとは、細胞が集合して組織をつく

講演会や消費生活講座等、主催事業の案内チ

り、それらが分化し形成された各器官が相互に

ラシやポスターに、関連する SDGs アイコンを

連携することでひとつの生命体としてスムーズ

掲 載 し て い ま す。 こ れ に よ り、 当 該 事 業 が

に動いていくことを表す概念です。多種多様な

SDGs のどの目標達成につながるかが一目で分

組織や団体等の主体が、それぞれの得意分野を

かるようになりました。

生かして他の主体と協力・連携を行い、タテ割

◆ SDGs をテーマにした講演会の開催
SDGs 推進に関して精力的な活動を行ってい

りのないスムーズな社会を実現するという意味

る国谷裕子氏を講師に招き、
消費生活講演会「持

が込められています。
「オーガニックなまちづくり」
は、国連の提唱

続可能な社会とは～私たちの消費生活が社会を

する SDGs との親和性が高く、両者を融合する

変える～」を 2017 年 12 月に開催しました。ま

ことで相乗効果が得られるのではないかと考え

た、2019 年１月には当市市長を中心とするパ

ました。また近年、単独の部署だけで解決でき

ネラー３名のトークショー形式で
「オーガニッ

ない課題が増えつつも、他の部署との連携がう

クなまちづくり× SDGs でみんなの課題を解決

まくいかず物事が思うように進まないことが問

しよう！」を開催し、２回合計で 418 名の市民

題となっています。この現状を打開するための

が参加しました。

手段として SDGs を活用することを思いつきま

◆きさらづ消費生活通信
「ライフデザインプラス」
の創刊

した。これらをきっかけとして、
「消費生活セ
ンター発 ACTION！ SDGs プロジェクト」
（以

近年、若年層を中心に新聞を読まない世帯が

下、本プロジェクト）を 2017 年に立ち上げま

増えています。情報格差が経済格差へとつなが

した。

ることを危惧し、消費生活に関する話題を提供

き ぐ

する
「ライフデザインプラス」という広報紙を
（図）
。
「誰一人取
2018 年春に創刊しました＊１

これまでの取り組み

り残さない」という SDGs の理念に基づき、誰

本プロジェクトは、①まずは SDGs を知って

でも無料で見ることができるよう当市ウェブサ

＊１ https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/soudan/shohisha/1001575.html
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図

SDGs

ライフデザインプラス紙面のイメージ

写真 庁内窓口に掲示された SDGs アイコン

イト上で電子版を公開しています。

彰 2018」
において優秀賞を受賞しました。

アクション②

当市の講座で提供した教材は付録の SDGs ア

市職員で
「新しいものさし」を共有しよう

イコンシールを用いてアクティブラーニングを

当センターから当市市長に市役所各課窓口へ

行うもので、このシールは当センターが属する

の関連 SDGs アイコン掲示を提案し、2018 年

市民活動支援課の人権関連予算で作成したもの

４月から庁内各課窓口に SDGs アイコンが掲示

です。裏面に人権・行政合同相談の案内を記載

されています（写真）。

し、SDGs の考え方が人権の啓発にも役立つこ

これには、各課のめざす理念を示すだけでは
なく、同じ課題を共有する部署を
「見える化」
す

とを PR する目的を持たせています。まさに
SDGs が他の部局と連携を生んだ好例です。

る機能も組み込まれています。この取り組みに
より、以前は気づかなかった他部局との共通点
を認識し、部署をまたいだコラボ事業が生まれ

今後の展開

る素地をつくるのが本アクションの目的です。

これまで行ってきた SDGs 推進の取り組みを

アクション③

通じて、いくつか見えてきたことがあります。

課題を共有する他の部署や機関と連携を行おう

それは、普段何気なく見ている物事の中に驚く

◆地域包括支援センターとの共催講座の開催

ほど多くのヒントが隠されていること、
そして、

多様な主体との有機的連携をテーマに、市内

身近な事象の組み合わせに新しい価値を生み出

４つの地域包括支援センターと共催で市民向け

す可能性が秘められているという事実です。今

講座
「めざせ！ スマイル生活」
を開催しました

。

＊２

本講座は、地域包括支援センターを広く周知
し、消費生活センターとの連携を強化すること

後は、この考え方や手法を広く社会に発信する
ことで、面白いコラボレーションが次々と生ま
れるしくみを作りたいと考えています。

によって高齢者の消費者トラブル防止を図るこ

消費者庁の推進する消費者市民社会を実現す

とを目的としたもので、紙芝居やクイズ、人形

るには、ヨコのつながりを創出し、さまざまな

劇など、参加者が楽しみながら、記憶に残るも

主体との連携体制を構築することが不可欠です。

のに仕上げています。

それぞれが自身の強みを生かし、相互に弱点

◆教材「わたしたちの消費生活と SDGs」

を補い合うことによって課題を乗り越える「消

小中学生対象の学習教材
「わたしたちの消費

費生活センター発 ACTION！ SDGs プロジェ

生活と SDGs」＊３を作成、公益財団法人 消費者

クト」を活用し、消費者行政の世界にイノベー

教育支援センター主催
「消費者教育教材資料表

ションを起こしていきましょう。

＊２ ウェブ版
「国民生活」2018 年 10 月号「消費者教育実践実例集」 http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201810_09.pdf
＊３ https://www.city.kisarazu.lg.jp/kurashi/soudan/shohisha/1001574.html
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地域防災
第

9

回

災害時の多様性配慮（2）
池田 恵子

静岡大学教育学部・同防災総合センター教授

Ikeda Keiko

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。

居づらいと感じる」
でした。

避難生活で被害を拡大しない

これらの調査結果は、大規模災害で避難生活

大規模災害時には、長い間、避難所で共同生

が長引く場合、避難所の体制が多様な人々に配

活を送ったり、さまざまな事情で在宅避難を続

慮したものになっていないと避難生活で新たな

けたりするかもしれません。多様な人々に配慮

被害が生じることを示しています。自宅で生活

できるよう、避難所での空間利用や運営を考え

が継続できるよう備えておくことが基本です

ておくことで、みんなが少しでも過ごしやすい

が、避難しなければならない状況になっても避

避難所になり、地域全体の被災状況を軽減する

難をためらう人が増えれば、避難の遅れにつな

ことができます。

がり、さらに犠牲者が増える悪循環になってい

東日本大震災では、2012 年３月末までに

ることが分かります。

1,632 人が震災関連死と認定されました。原因
（複数）の調査対象となった 1,263 人の半数は、

避難所運営は男女で

「避難所等における生活の肉体・精神的疲労」
「避
難所等への移動中の肉体・精神的疲労」が原因

避難所運営では、性別で役割を分担するのが

でした＊１。熊本地震の関連死認定（2018 年 11

一般的なパターンです。男性がリーダーで意思

月 13 日現在）は 218 人で、直接死の４倍を超

決定と力仕事を担い、女性は補助役で炊事、洗

。乳幼児・要介護の高齢者・障が

濯、掃除、ケアに従事する傾向があります。し

えました

＊２

い者・妊産婦とその家族が、二次災害リスクの

かし、共同生活の責任を男性だけが担うより、

、住

女性も担うほうが要配慮者に必要な生活環境や

環境、医療・福祉へのアクセス、食事などが整

物資のニーズが把握しやすく、健康状態の悪化

わないまま過ごした結果、関連死が増えたと言

など二次被害を防ぎやすいです。育児・介護・

われています。

看護の担い手の多くは女性で、ケアの知識を持

ある場所や車中泊での避難生活を続け

＊３

東日本大震災の避難行動要支援者に関する内
＊４

閣府の調査

つのも女性が多いのが実情です。

では、避難できなかった人
（18％）

女性用品や安全の問題など女性自身にしか分

よりも避難しなかった人
（24％）が多く、その

からないニーズもあります。物資の担当者に男

主な理由は「設備や環境の問題から避難所では

性しかいなかったために、女性用品だけではな

生活できない」
「他の避難者も多く、避難所には

く、育児や介護用品も不足しがちだった避難所

＊１ 復
 興庁、
『東日本大震災における震災関連死に関する報告』
（2012 年８月 21 日）
http://www.reconstruction.go.jp/topics/20120821_shinsaikanrenshihoukoku.pdf
＊２ 消
 防庁 災害情報一覧「熊本県熊本地方を震源とする地震」
（第 121 報・2019 年４月 12 日更新）
https://www.fdma.go.jp/disaster/info/2016/
（2016：8.24）
＊３ 日本財団、
『益城町内の在宅避難者世帯の状況調査 結果分析』
＊４ 内閣府、
『避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査結果報告書』
（2013 年）
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表

地域防災

男女共同参画の視点による避難所運営

運営・管理
スペース・設備
（開設直後から）

チェック項目
□ 男
 女別の物干し場、更衣室、休養スペース、授乳室、乳幼児のいる家庭や単身女性などのエリ
アを設置、間仕切り用パーティション
□ 安全で行きやすい男女別トイレ、仮設トイレは女性用を多めに
□ 女性トイレ・女性専用スペースへの女性用品の常備

運営体制
作業班
情報管理

□ 管理責任者は男女両方を配置、自主運営組織の役員への女性の参画
（３割以上を女性に）
□ 女性や子育て家庭のニーズ把握
（ニーズ調査、女性リーダーによる意見の集約等）
□ 作業班の役割分担は、性別や年齢によって役割を固定化しない
□ 女性用品（生理用品、下着等）
の女性の担当者による配布
□ 保育や介護などのきめ細かな支援に活用できる避難者名簿の作成
□ 名簿情報の開示・非開示の可否、配偶者からの暴力の被害者等の避難者名簿の管理徹底
□ 就寝場所や女性専用スペース等の巡回警備

安全対策・相談体制

□ 暴力を許さない環境づくり、防犯ブザーやホイッスルの配布
□ 不安や悩み、女性に対する暴力等に対する相談窓口の周知、男性相談窓口の周知

内閣府
「男女共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」
（2013 年）をもとに作成

は多くあります。発災直後はトイレや更衣室を

ニュアルが作成されていますか。また、避難所

男女別にする配慮が後回しになっている状況が

を地域の人々で自主運営するための組織があり

散見されました。乳幼児がいる家庭は意見をな

ますか。避難所運営マニュアルを作成しても、

かなか言いづらく、また安全上の問題があって

それを運用する体制が伴わなければ、有効な取

も、男性の運営責任者や行政職員には話しづら

り組みとはなりません。
避難所のスペース活用、

いという声もありました。避難所運営の多大な

作業班の編成と作業内容の検討など災害が起こ

負担が、一部の男性だけに過度に集中すること

る前に議論しておくことは多くあります。男性

も、好ましくありません。

だけでなく女性も意見を出すことが大事です。

性別の視点による避難所運営とは、①男女の

女性用の仮設トイレや女性更衣室をどこに設置

ニーズの違いや子育て家庭等のニーズに配慮し、

したら使いやすいのか、一番分かるのは女性の

②管理責任者や自主運営組織の役員には男女両

はずです
（写真）
。実働による設営訓練など、それ

方が参画することです。女性、子ども・若者、

ぞれの活動に男女双方の参画が必要不可欠です。

高齢者、障がい者等の多様な人々の意見を踏ま

写真 男女共同参画の視点による避難所運営

えた避難所運営を行うためには、多様な立場の
男女が避難所の運営を共に担う必要があります。
内閣府防災担当の
「避難所運営ガイドライン」
（2016 年）や、内閣府男女共同参画局の「男女
共同参画の視点からの防災・復興の取組指針」
（2013 年）で、避難所運営の具体的な施策が示
されています（表）。

実践に向けて
みなさんの地域の避難所には、避難所運営マ

静岡県湖西市：女性だけの図上避難
所運営訓練。スペース活用の意見は、
女性と男性とでまったく違いました。

2019.8 国民生活

20

海外ニュース
文 / 岸 葉子

ドイツ

Kishi Yoko

生徒考案の商品テストにも時代の流れ

● 商品テスト財団ホームページ h
 ttps://www.test.de/Wettbewerb-Jugend-testet-2019-Apps-Tabs-Binden-Beutel-die-Siegertests-imJubeljahr-5477833-0/
https://www.jugend-testet.de/wettbewerb/

商品テスト財団では、青少年の消費者教育の一環

生徒自身で行った。走査型顕微鏡や肉眼
（5 クラス

として、生徒（12 〜 19 歳）を対象とする商品テス

の生徒が協力）で色持ちや染まり具合等を調べたと

トのコンテストを 1979 年に開始した 。テーマ選

ころ、多くの製品が良好と判断されたという。

＊

定からテスト方法・評価基準策定、テスト実施、報

一方、サービス部門の優勝者は、子どもを有害サ

告書執筆まで、すべて生徒自身で行うのが特徴であ

イトから守るアプリの比較テストを行った男子生徒

る。40 周年に当たる 2019 年には、優秀な成績を

２人
（兄弟）
だった。２位の男子生徒３人はブンデス

収めた製品部門 3 組、サービス部門 3 組の計６組が、

リーガのサッカーアプリを、３位の男子生徒２人は

計 12,000 ユーロの賞金を獲得した。

インターネットブラウザを取り上げた。

製品部門で優勝したのは、ヘアカラーの比較テス

また、一昔前まではタブー視されていたテーマを

トを行った男女４人グループである。ヘアカラーで

選んだグループもあった。生理用ナプキンの比較テ

染めた髪がシャワー、ドライヤー、ブラッシング、

ストを行った女子生徒３人は、製品部門で３位と

紫外線で傷んだ状態をシミュレーションするため、

なった。学校の理科室で吸水性を実験したほか、女

染毛したエクステンションにロボットアームで負荷

性 20 人の協力を得て着け心地を調査したり、包装

を与え続けた。ロボットアームのプログラミングも

廃棄物の量を調べる力作だったという。

＊ 同
 様のコンテストは、オーストリア消費者情報協会も実施している。ウェブ版「国民生活」2016 年８月号「海外ニュース」参照
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201608_09.pdf

オーストリア

「黒い黄金」
はシュタイヤマルクの名産品

● VKI
『消費者』
2019 年６月号 https://www.konsument.at/test-kuerbiskernoel062019
● VKI
『消費者』
2012 年６月号 https://www.konsument.at/essen-trinken/kuerbiskernoel-318881256613
● シュタイヤマルク労働者会議所ホームページ https://stmk.arbeiterkammer.at/beratung/konsumentenschutz/essenundtrinken/Gute_
Testnoten_fuer_Kuerbiskernoel.html

スロベニアと接するオーストリア南部のシュタイ

ことから、同協会は問題視していた。

ヤマルク州では、かぼちゃの栽培が盛んである。か

そこで今回、シュタイヤマルク労働者会議所と共

ぼちゃの種を原料とする濃緑色のパンプキンシード

同で、同オイル 20 商品
（うち 14 商品が g.g.A. マー

オイルは、
「黒い黄金」とも
「緑の黄金」とも呼ばれ、

ク付き）を対象に、種の原産地、残留農薬、食味を

地元の名産品とされる。同国で 2010 年秋に行った

テストすることとした。その結果、原産地は概ね表

アンケートによると、「パンプキンシードオイルで

示どおりで、中国産、ロシア産の商品は見つからな

連想するもの」として、「シュタイヤマルク」と答え

かった。また、全商品から殺菌剤ヘキサクロロベン

た人が最多だったことからも分かる。実際、シュタ

ゼン
（HCB）が検出されたが、基準値を超えていた

イヤマルクのパンプキンシードオイル（Steirisches

商品はなかったという。EU では現在、農産物への

Kürbiskernöl）は、EU の 地 理 的 表 示 保 護 の 対 象

HCB 使用が禁止されているが、過去の散布により

（g.g.A.）となっている。ところが、VKI（オーストリ

土壌に残ったものと推定された。

ア消費者情報協会）が 2012 年に同オイル 30 商品を

さらに、食味テストは一般消費者による目隠しテ

テストしたところ、17 商品の種が中国、ロシア等

ストの方法で行った。商品ごとの差はほとんど出な

の外国産または産地不明という結果となった。その

かったが、少し変わった味がするという国内産の１

中には、g.g.A. マーク付きの２商品も含まれていた

商品
（g.g.A. マークなし）
が、低めの評価となった。
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海外ニュース
文/安藤 佳子

アメリカ

Ando Yoshiko

はしかの流行を抑えるために

● CDC ホームページ h
 ttps://www.cdc.gov/media/releases/2019/p0530-us-measles-2019.html
https://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html
● ジョンズ・ホプキンス大学ホームページ https://hub.jhu.edu/2019/05/09/measles-outbreak-county-map/
● NY 州政府ホームページ h
 ttps://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-removing-non-medical-exemptions-school-vaccination ほか

アメリカでは 2018 年後半から麻しん
（以下、はし
り

人口分布や国際旅客量などのデータから予想される

（疾病予防管理セ
か）
の罹患者が急増しており、CDC

はしかの高リスク地域は、
そのまま現状と一致する。

ンター）によると 2019 年１月からの感染者数は 30

今後は、海外からの旅行者や帰国者が集中する大規

州の 1,172 人
（８月１日現在）で 1992 年以降最多、

模国際空港の隣接地域での感染者増加に注意が必要

2000 年にはしかを国内から排除したと宣言して以

としている。また、この研究分析では小児予防接種

来最悪の状況である。CDC はこの事態が秋まで続く

を忌避する人々のデータも使われ、その特徴が最も

とはしかの「排除状態」
を返上せざるを得なくなると

顕著になった地域が超正統派ユダヤ教徒コミュニ

懸念する。予防ワクチンが広く使用される以前、はし

ティを含むニューヨーク市と周辺地域で、８カ月連

かは年間約 300 万～400 万人が感染、約 400～ 500

続で多数の感染者が報告され、全国の感染者の約８

人が死亡、約 48,000 人が入院する疾病であった。

割を占めている。

CDC は、はしか排除を可能にしたものは安全で効

そのニューヨーク州議会において、このほど、宗

果の高い予防ワクチンの普及だったとして、最近の

教・信条を理由として予防接種の免除を受けられる

接種忌避の風潮に対し、自閉症の発症と関連づける

制度を撤廃する法律が成立した。CDC は改めて、

誤った情報によるべきではないと強調している。

保護者は正しい知識と情報を得て子どもたちをはし

ジョン・ホプキンス大の研究チームが公表した、

香

港

か感染から守ってほしいと訴えている。

香港に持続可能な価値ある民間医療保険市場を

● HKCC ホームページ https://www.consumer.org.hk/ws_en/competition_issues/reports/medical_insurance.html
● ICB ホームページ https://www.icb.org.hk/en/index.html
● VHIS ホームページ https://www.vhis.gov.hk/en/	

ほか

香港では公立病院が低額で受診できるが、患者が

HKCC への苦情相談の内容、保険金請求をした 205

非常に多く待ち時間が長い。そのため高額だが待ち

人の面接、14 社の 18 保険契約書の比較、保険金支

時間がない民間病院の受診を希望する消費者も増え

払いが拒否された 20 人の詳しい経緯などによるも

ている。また、公立病院は財政面等で病院や行政の

ので、最後に 14 項目の提言をまとめている。苦情

大きな負担となっており、政府も 2019 年度初頭、

相談の実例では、専門用語や内容について事業者の

公的保険制度の導入を発表し、民間病院受診のため

説明不足による消費者の理解不足が多いことが判明

の体制を整えた。民間医療保険
（以下、PHI）の加入

した。また、予期せぬ契約更改による保険料の法外

者も 2016 年には約 240 万人と人口の約３割に、払

な値上げや高齢を理由とする契約拒否／終了などが

い込む保険料は年間 100 億香港㌦に上っている。

あった。

ただ HKCC
（香港消費者委員会）と ICB
（保険苦情

HKCC は ①消費者の期待と提供される保障の間

局）には、過去４年間 PHI について計 1,000 件超の

のギャップ ② PHI 市場の継続性が問題点と指摘。

苦情が寄せられており、民間の医療を希望する消費

そこで、用語の標準化や文書の平易化、標準的な各

者の十分な受け皿となり得ていないのが現状だ。

契約の保障内容等の例示、消費者教育や業者スタッ

そこで HKCC では PHI 市場を調査し、報告書を発
表した。調査は 1,000 人以上への電話アンケートや

フの訓練、加入年齢上限の引き上げなど選択肢の拡
大、透明性の強化等を提言している。
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探検！

第

5

回

計量法とは？

計量の世界

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。

現在の計量制度は、1993
（平成５）年 11 月
１日に施行された計量法で定められています。
今回は、この計量法を探ってみましょう。

では次の具体的な施策を定めています。
（1）正確な計量器の供給

私たちの生活に関連深い、はかり、ガス・水

道・電気メーター・燃料油メーターや健康管理

計量法の目的
計量法第１条で、
「この法律は、計量の基準
を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経
済の発展及び文化の向上に寄与することを目的
とする」と目的を定めています。この規定は、
①計量の基準を定め、その計量の基準により②
適正な計量の実施を確保することで、製造品質
の向上や適正取引の推進等が図られ、これによ
り経済が発展し、文化レベルの向上につながっ
ていくと解釈することができます。

のための体重計・血圧計・体温計、環境計量の
ための騒音・振動・濃度計などの計量器を特定
計量器と定め、基準に適合したものだけが取引
や証明に使用されるよう規制しています。この
基準への適合を確認する検査を検定といい、検
定に合格した計量器には検定証印が付されま
す。正しい計量器だけが取引・証明用として市
場に供給されるための制度です。その他、特定
計量器の製造・修理・販売を行う事業者への届
出義務などを規定しています。
(2）適正な計量の実施

ア

広義

適正な計量の実施を確保するために、取引や

イ

狭義

証明に使用されている
「はかり」
には、性能確認

・日本の計量制度を定める

①計量の基準を
定めること

・計量の定義、単位の定義等
・計量標準の供給

ア
イ
ウ

②適正な計量の実施
を確保すること

正確な計量器の供給
適正な計量の実施
自主計量管理の推進、など

のため２年ごとに検査を受検することを使用者
に義務づける定期検査制度を定めています。ま
た、商品を計量販売する際にも、正確計量の義
務を定めるほか、全国的に流通する消費生活関
連物資で計量販売が浸透している商品を特定商
品と定め、計量販売するときに量目公差
（許容
誤差）を超えないように計量することを義務づ

計量の基準を定めること
「計量の基準を定める」
とは、
広い意味では
「計

ける商品量目制度を定めています。
その他、計量が正しく行われているかを確認

量制度自体を定める」ととらえられますが、一

するため、百貨店・スーパー・ガソリンスタン

般的には計量の基準となる計量単位の定義や質

ドなどの小売店や製造事業所等に立ち入り、必

量や長さ、濃度などの計量単位の値の標準とな
る器具や物質を供給することです。

査などを行う環境計量証明事業者の登録制度な

2019 年５月20日に国際的に質量の単位の定

義が変更になり 、この新定義の制定とそれに
＊

基づく標準器と呼ばれる１kgの分銅を供給する
こともその一例です。

ど、さまざまな施策を規定しています。
（3）自主計量管理の推進、ほか

国家資格の計量士制度や、計量士による事業

所の計量管理を推進する適正計量管理事業所制

適正な計量の実施を確保すること
適正な計量の実施を確保するために、計量法
＊

要な指導を行う立入検査制度や、排水の水質検

度を規定しています。その他、検定・認定機関
等の処分や不作為に対する不服申立制度や計量
行政審議会の制度を規定しています。

ウェブ版
「国民生活」2019 年４月号「計量の世界」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201904_09.pdf
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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

消費者教育
実践事例集

64 回

金銭管理ゲームによる障がい者への消費者教育
－現役消費生活相談員グループの取り組み－
武田 咲枝

Takeda Sakie

NPO 消費者支援グループひめまる代表

愛媛県東温市・松前町・砥部町消費生活相談員。愛媛県金融広報アドバイザー。消費生活相談窓
口と高齢者見守りネットワークとの連携による高齢者の消費者被害防止にも積極的に取り組む。

関係機関、NPO 等で結成された
「えひめ消費者

現役消費生活相談員の協働

教育研究会」とも連携・協働し、SDGs 教材の

当団体は、愛媛県内自治体の現役消費生活相

制作、普及活動にも参加しているところです。

談員（以下、相談員）を中心に 2014 年 11 月に

現場の声から誕生した
「家計管理ゲームⅡ」

結成された消費者教育・啓発グループです。
きっかけは、相談員の共通の悩みである、消

2016 年６月、当団体は障がい者を対象とした

費者教育・啓発予算が少ない、やる気はあるが
相談業務で消費者教育・啓発をする余裕がない、

消費者教育教材の
「家計管理ゲーム」
を制作しま

使える教材がないといった問題をみんなの知恵

した。2017年９月には卓上版の
「家計管理ゲー

と経験で解決しようと考えたことでした。県内

ムⅡ」
（以下、ゲーム）として改良し、消費者教

自治体では、１人で相談業務に当たる相談員が

育支援センターの消費者教育教材資料表彰

多いのですが、声をかけたところ 10 名の賛同

2018 で優秀賞を受賞しました。本稿ではこの

が得られ、活動予算を得るために、消費者団体

ゲームによる消費者教育について紹介します。

の NPO 法人えひめ消費者ネット内に「啓発グ

このゲームが誕生したきっかけは、えひめ障

ループひめまる」
を結成しました
（図１）。

がい者就業・生活支援センターや砥部町保健セ

主な活動としては、手作りで消費者教育（啓

ンター
（以下、両センター）から、
「障がい者の

発）教材を制作し、それを使用した啓発講座や

ための金銭管理講座をやってほしい」との依頼

出前授業等を行っており、消費者被害の未然防

を受けた際、講座をより実践的な内容にするた

止を図っています。さまざまな対象者に向けた

めゲームを考案しようと決めたことでした。
作成に当たり、両センターの現場スタッフか

教材を毎年制作し、メンバーの所属する自治体

ら、障がい者の金銭管理状況を聞き取ったとこ

等で活用されています。
2018 年６月には現役相談員を中心とする

ろ、

13 名で
「NPO 消費者支援グループひめまる」を

①２カ月分の障害年金を１カ月で使ってしまう。

設立し、松山市への NPO 登録および、愛媛県

②全部使い切ってしまって、
「貯金」
をしない。

中予地方局見守りネットワークへも消費者団体

③お菓子やジュースをしばしば買っている。

登録しました。さらに、同年６月から愛媛大学

④家族が金銭管理をしており、障がい者本人が
金銭管理の経験がない。

教育学部を中心として小・中・高校・大学教員、
図１
グループのロゴマーク( 左 )と
オリジナルキャラクター
「ひめまるこちゃん」
(右)

⑤インターネット通販をよく利用している。
といった特徴が分かってきました。

ゲームに込めた思い
そこで、ゲームのねらいを、障害者自立支援
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法を背景に、「障がい者自身が金銭管理を行う

ターで２年連続実施され、参加者は各約 80 名で

ことにより、自立をめざす」こととしました。

した
（写真２）
。また、砥部町保健センターで行

親元で暮らす障がい者が多いので、１カ月間の

われた講座では約 30 名の参加がありました。

生活にどのような経費がどのくらい必要かをま

参加者からは、
「家計簿の記入に時間がかかっ

ず知ってもらい、将来的に自立した生活を送る

た」
「計算が難しかった」
「短時間で理解がしにく

ため、また、就労意欲の向上につなげることを

かった」
などの感想があった一方で、
「無駄遣い

目標に制作しました。そして、ゲームと消費者

をしないように金銭管理をしたい」
「家計管理の

教育副読本による学習をセットにした講座とし、

体験ができてよかった」
「今後、袋分けを実践し

副読本等で契約や食品表示などの生活知識を習

てみたい」
「地元産のものを選びたい」など前向

得した後で、ゲームによる買い物体験をし、家

きな感想も多く目立ちました。

計簿のつけ方に発展できるように工夫しました。

今後も障がい者の自立支援のために

お金を袋分けしてやりくりを学ぶ

感想にもあったように、袋分けの演習
（家計

ゲームは参加者全員が相談しながら実践でき

の成り立ち、金銭の扱い）
と買い物体験
（家計の

るように班単位とし、出費予定をカレンダー

運用）が１つのゲームの中で同時に行われたた

（図２）で示し、生活費を払いながら進めます。

め、ゲームのルールや内容が少し複雑になり、

模擬紙幣を用い、まず２カ月に１回支給され

理解が難しい参加者もいて、どうしてもスタッ

る障害年金を半分
（１カ月分ずつ）
に分け、さらに

フの補助が必要でした。より簡単に、使いやす

食費、携帯電話代など必要経費ごとに袋分けを

い実践的なゲームをめざして、今後も改善を積

します
（写真１）
。さらに、１カ月のカレンダーを

み重ねていきたいと思っています。

すごろくに見立て、サイコロを振り、止まったと

また、電子マネー等も普及してきており、今

ころで買い物カードを引いて出金し、袋からお

後新たな金銭トラブルが予想されます。時代の

金が減っていくことを実感してもらいます。

流れに合わせて、現場スタッフの声や要望を聞

余ったお金の「貯金」
や
「翌月に繰り越す」
ことも

きながら、障がい者の自立支援の一助となるよ

体験し、やりくり上手をめざしてもらいます。

うな教材作りに尽力してまいります。

講座は、えひめ障がい者就業・生活支援セン

写真１ 模擬紙幣
（左）
と袋分け
（右）

図２ カレンダーがゲームシートとなる

写真２ ゲーム風景
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実 践 編（1）

消費者問題

出前講座の
作り方
第

5

若者を対象とした講座

回

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５回からは実践編として、実際に講

では、受講する学生の中に、成年と未成年が混

座を進めていくうえで押さえておきたいポイン

在していることもあり得ます。
最近の例として、

トや苦労している点などについて紹介します。

成人式の晴れ着に関して消費者トラブルが発生
しましたが、これから成人式に向けて晴れ着を

Ｑ １ 若者向けに講座を実施する際のポイ

ントや流れについて教えてください。

契約する学生と、既に終えた学生とでは関心の
度合いが異なります。
また、契約金額が大きい事例として、賃貸ア

Ａ１ 若者といっても、高校生、大学生、そし

パートの入退去や中古自動車の購入などの事例

て新社会人と、受講する対象はさまざまです。

について触れるようにしています。女子学生に

最近では、小学生や中学生向けに講座を依頼さ

身近な高額の契約としてエステがありますが、

れることもあるので、それぞれの受講者の属性に

男子学生にも伝えるようにし、自分だけでなく

合わせたポイントや流れを考えて行っています。

周りの人の消費者トラブルにも意識を向けても
らえるようにしています。

●キャッチーな投げ掛けで心をつかむ
講座の冒頭で、社会的に話題になっていて、

さらに難しいのが、小学生を対象にする場合
です。小学生といっても、１年生と６年生では

若者に身近な消費生活に関するニュースや、若

日々の生活や興味の範囲に違いがあり、また知

者から寄せられている相談事例を話して、講師

識量も異なります。保護者と
「約束」
をすること

に関心を向けさせます。中学生や高校生は、ス

が日常的にある一方、
「契約」
をするという考え

マートフォンの普及によってインターネットが

方は身近ではありません。そうしたなかで、身

あって当たり前の生活となっています。
そこで、

近な契約の例を挙げながら、約束との違いにつ

スマートフォンを介したトラブルや、ネット

いて説明し、契約は法的に拘束されることなど

ショッピングの話をすると、反応がよいです。

をやさしく解説しています。

最近では特に、相談としても多数寄せられてい

●学校は人数や会場がさまざま

る、化粧品や健康食品などのお試しからの定期

連載の第４回＊１ で触れたように教室でクラ

購入契約のトラブルの話をすると、身近な話題

スごとに行うのか、体育館や講堂などで学年単

として関心を持ってくれます。

位の大人数で行うのかで、進め方や準備が異な

大学生が対象の場合は、関心を向けさせるの

ります。事前の打ち合わせで、受講対象の生徒

が難しいことがあります。受講する学生の所属

や学生の属性や学習状況を把握しておきます。

学部はどこか、教養科目かそれとも専門科目の

クラスごとに教室で行う場合には、レジュメ

内容なのかで関心度が異なります。加えて現状

やワークシートを配布して講座を進めていきま

＊１ ウェブ版
「国民生活」2019 年７月号「消費使者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201907_13.pdf
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す。体育館のように広い場合は、ロールプレイ

ングで出されるものもあったりするので、学生

ングとパワーポイントを使います。ロールプレ

などに話すときに使いやすいです。

イングは、特に中学生に人気があり、盛り上が

レジュメは毎回作り直していますが、今起き

ります。生徒に参加してもらう時は、あらかじ

ている消費者トラブルを盛り込み更新していく

め教員に参加する生徒を選抜するよう依頼して

のは、作業が増えて負担になります。そこで、

います。その場で決めることもできますが、時

行政機関から公開される注意喚起の資料類を活

間がかかるので避けましょう。また、脚本を事

用して、
新鮮な情報を講座に盛り込んでいます。

前に渡しておくかは、ロールプレイングの長さ

●資料収集に役立つ団体等
レジュメ作成や資料として、次の機関や団体

によります。これまでには演劇部が担当したり、
教員が悪質業者役で参加したりすることでより

の公表資料や注意喚起情報、チラシやパンフ

楽しく学べたこともありました。

レットを活用しています。
・国民生活センター
・消費者庁や総務省などの中央省庁

Ｑ ２ 若者向けの講座では、どのような資

・政府広報

料や教材を使っていますか。

Ａ２ 連載の第２回

＊２

・製品評価技術基盤機構
（NITE）

で資料の作り方や活用

・自治体

について紹介していますが、若者向けの講座で

・全国消費生活相談員協会

はよりタイムリーな話題を盛り込んでいます。

・消費者団体

など

製品評価技術基盤機構は、動画のコンテンツ

●さまざまな公表資料を収集・活用する
国民生活センターが発行している公表資料や
「子どもサポート情報」＊３、消費者庁が発行し

が豊富なため、インターネット環境のある会場
では実際に動画再生して受講者に見てもらうこ
ともあります。

ている注意喚起情報などを、レジュメに内容を

注意したい点として、自治体の窓口等で配布

一部盛り込みつつチラシとして配布するなど活

されているチラシ等を使う場合、必要な部数が

用しています。

もらえるとは限りません。また、掲載内容が古

国民生活センターの
「やってみよう！啓発用
リーフレット」のコーナー

＊４

には、インター

ネットをテーマにしたコンテンツもあるので、

いこともあるので、内容が更新されているか確
認をしましょう。

●ワークシートの活用を

若い受講者の身近な話題として使いやすいで

講座では受講者に自分の考えを整理してもら

す。子どもサポート情報は、子どもに関連する

うためのワークシートを配布することがありま

「いま」注意すべき悪質商法や製品事故の情報が

す。また、パワーポイントのスライドをレジュ

更新されていくので、生徒や学生により身近な

メとして配布する場合は、一部を消して穴埋め

情報といえます。

欄に変更しておくことがあります。
これは、目で見て、耳で聞いた内容を書き込

消費者庁の注意喚起資料では、A4 の１枚紙
に収まっているものが、配布しやすく導入部分

んでもらい内容を覚えてもらうためです。

によく使っています。行政処分等と同じタイミ

配布する資料は内容を盛り込み過ぎず、伝え

＊２ ウェブ版
「国民生活」2019 年５月号「消費使者問題出前講座の作り方」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201905_11.pdf
＊３ 国民生活センター HP「子どもサポート情報 一覧」http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mglist.html
＊４ 国民生活センター HP「やってみよう！啓発用リーフレット バックナンバー」http://www.kokusen.go.jp/wko/data/bn-yattem.html
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Ａ４ 困ったときには、まずは保護者や教員と

たいことを簡潔にまとめることが大切です。余
白は受講者がメモを取るためにも必要です。

いった身近な大人に相談するように伝えていま
す。また、講座の講師としてだけでなく、受講

Ｑ ３ 受講者の習熟度は確認していますか。

者に対して
「人生の先輩」
として話をするように
意識しています。

Ａ３ アンケートを取って、理解度や感想につ

●相談することの大切さを伝える

いて確認しています。

若者とその保護者である大人の間には、知識

●アンケートを取って次の講座に生かす

も経験も大きな開きがあります。契約でトラブ

アンケートを取れる場合は、講座内容に対し

ルになった際は一人で抱え込まずに相談する大

て、受講者である若者がどのように思っている

切さについて伝えています。まずは、身近な保

で、高校

護者に相談する、学校等の教員に相談する、そ

生のアンケートについて一部触れましたが、そ

して消費生活センターのような行政の相談窓口

の結果から次の講座に向けて、分かりにくい点

に相談するというセーフティネットの存在を認

を洗い出し、内容や構成を再検討したり、今若

識させます。

か確認しています。連載の第３回

＊５

者が何に関心があるのか判断したりと、講座を
ブラッシュアップさせることができます。
さらに、若者が何に関心があるのか把握し、

経験として、大学生は保護者に相談しない傾
向があります。そのため、大学生とはいえ、ま
だ知識や経験、判断力が十分に身に付いていな

講座の理解度を高めるために内容をどのように

いことや、相談せずに抱え込むことのリスクを

工夫するかなどを検討しています。

伝えています。

特に、中学生や高校生の
「生の声」
には、学校

知識がなければ、契約内容も理解できず、疑

の教員が知らない内容もあります。講座の内容

問もなく契約してしまうと被害が大きくなる可

を、若者の生活に寄り添わせることで、教える

能性があることについても触れています。

側と教わる側の双方の満足度も高まるので、ア

●人生の先輩として話す
消費生活センターに相談することを、恥ずか

ンケートはできるだけ取りましょう。
高校生のアンケートで、
「クレジットカード

しく思っている受講者もいます。講座のまとめ

の講座はこれから
（カードを）
持つと思うので役

として、1 件１件の相談には法改正などに結び

に立つ」という回答がありましたが、
一方でカー

つく重みがあり、社会貢献につながることを人

ドを持っている大学生がリボ払いのしくみを理

生の先輩として伝えていると話し、講座を終え

解していない、といったこともあります。成年

るようにしています。

年齢の引き下げのタイミングなども念頭に、若
者の関心事や生活環境を把握しつつ、講座で何
次回は、

を伝えていくかを考える必要があります。

「実践編
（2）
高齢者を対象とした講座」
を紹介します。

Ｑ ４ 講座を通して、若者の受講者に意識

して伝えていることを教えてください。

（取材・文：国民生活センター広報部）
＊５ 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

岡田 崇

12 回

デジタル・
プラットフォーマー

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。

ニュースで見かけるようになったデジタル・プラ ッ ト
フォーマーという用語ですが、どのようなものでしょうか。
どんな問題があり、どのように対応することが検討されてい
るのでしょうか。

デジタル・プラットフォーマーとは

れること
（例えば、オンライン・ショッピングモー
ルの会員が増えるほど、販売の機会が増えて販

デジタル・プラットフォーマーとは、デジタ

売店の利益を得る機会が大きくなる）②ハード

ル・プラットフォームを運営・提供する事業者

インフラと異なり、データの複製に係る限界費

のことです。デジタル・プラットフォーマーは、

用が小さいことから、規模を拡大してもサービ

ICT やデータを活用して第三者に場を提供する

スを提供することに係るコストが大きくなるこ

ものであり、表のように、さまざまなものが含ま

とがなく、収益性が向上し続けること ③デー

れています。代表的なデジタル・プラットフォー

タが集中することで利用者にとって利便性が上

マーは、Google、Amazon.com、Facebook、

がる一方、
他のプラットフォームに移行する際、

Apple Inc. の４つの世界的 IT 企業で、頭文字

手間やコストが増加すること ④データが集積・

を取って GAFA と呼ばれています。日本にお

利活用されるビジネスモデルが確立するとそれ

けるYahoo!や楽天もデジタル・プラットフォー

によってさらにデータの集積が進むという好循

マーに含まれます。

環が生じることなどから、独占化、寡占化が進

デジタル・プラットフォーマーの
特徴と問題点

かか

みやすく、維持されやすい構造にあります。
実際、2018 年３月時点の企業時価総額の世
界ランキングにおいて、GAFA の各社は、１位

こうしたデジタル・プラットフォームを用いる

（Apple Inc.）
、２位
（Alphabet〈Google〉
）、４

ことによって、中小企業やスタートアップ企業

位
（Amazon.com）
、８位
（Facebook）を占めて

は、国際市場を含む多数の顧客に簡単にアクセ

おり、巨大デジタルプラット・フォーマーが形

スすることができます。また、消費者は、多数の

成されていることが分かります。

商品・サービスを選択でき、一定の安心・安全
な場で取引を行うことが可能になります。
半面、デジタル・プラットフォームでは、①異
なる利用者間でも間接ネットワーク効果が図ら
表

こうした巨大デジタル・プラットフォーマー
は、いまや消費者や事業者にとって、社会経済
上、不可欠ともいえる基盤を提供しているにも
かかわらず、証券取引所や卸売市場と異なり、
設計・運営・管理のあり方について特段の業法

デジタル・プラットフォーマーの例

・オンライン・ショッピングモール
・インターネット・オークション
・オンライン・フリーマーケット
・アプリケーション・マーケット
・検索サービス
・コンテンツ（動画、音楽、電子書籍など）配信サービス
・予約サービス
・シェアリングエコノミー・プラットフォーム
・SNS
・動画共有サービス
・電子決済サービスなど

による規制は受けていません。
加えて、
現代のデジタル・プラットフォーマー
は、AI 技術等によるアルゴリズムをルールや
システムの重要な要素としていることから、当
該市場は、本質的に操作性が高く、かつ、不透
明であるとも指摘されているところです。
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用語
気になる この
プラットフォーマーに対してどのように対応す

タ利用をやめてもらうよう請求できる利用停止

べきかが検討されています。

権を設ける法改正の検討を進めています。

デジタル・プラットフォーマーをめぐる
取引環境の整備
（経済産業省、公正取引委員会、総務省）
2018 年７月にデジタル・プラットフォーム
をめぐる環境の整備に関する検討会が設置さ

オンラインプラットフォームにおける
取引のあり方
（内閣府消費者委員会）
内閣府消費者委員会に専門調査会が設置さ
れ、2019 年４月 11 日に報告書が提出されて
います。

れ、12 月 12 日に中間論点整理が公表されまし

報告書では、消費者保護に向けた自主的取り

。12 月 18 日には中間論点整理を元にプ

組みを十分に行なっているオンライン・プラッ

ラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応した

トフォーマーがいる半面、そうでないオンライ

た

＊１

ルール整備の基本原則が公表されました

。

＊２

ン・プラットフォーマーが消費者トラブルを拡

同原則に基づいて、
デジタル・プラットフォー

大させている可能性を指摘しています。そのう

マーの取引慣行に関する実態調査を進めるとと

えで、オンライン・プラットフォーマーの役割

もに、①取引慣行の透明性や公正性確保に向け

として、①財・サービス提供者
（利用者）
に係る

たルール整備 ②データ等の独占による競争阻害

審査 ②消費者保護の取り組みに関する消費者へ

への対応 ③デジタル市場に関する競争政策の立

の情報提供 ③分かりやすい表示 ④公正な利用規

案・調整のため、専門的知見により迅速な対応

約の制定と明示 ⑤レビューの適正な評価システ

が可能となる新しい体制の整備 ④データの移

ムの提供 ⑥安全な決済システムと複数の決済手

転・開放等のあり方、について検討が進んでい

段の提供 ⑦消費者トラブルへの対応と消費生活

ます。

センターとの連携 ⑧保険・補償制度の導入 ⑨

報道によれば、2020 年以降の通常国会に、立
場の弱い中小企業や消費者を守るために、❶デ

CtoC
（個人間）取引における購入・利用者、提
供者の保護を明示しています。

ジタル・プラットフォーマーに事業者と取引す

同報告書の内容は、今後の電子商取引及び情

る際の禁止行為を定めたり、事業者への情報開

報財取引に関する準則の改定に影響することが

示や説明義務を課したりすることにより取引の

予想されます。

透明化を図る法律、
❷過度な情報の集中を抑え、

デジタル課税の実現

利用者の個人情報も守るために、利用者が個人
情報を携帯番号のように自らの意思で自由に他

GAFA については、世界中で巨額の利益を

のサービスへ簡単に移せるようにする法律をそ

得ながら、タックスヘイブン
（税率の低い国や

れぞれ提出する予定です。また、内閣官房に専

地域）を活用することにより、本来納税すべき

門組織を設け、こうしたイノベーションの促進

金額よりも低い金額しか納税していないのでは

やルール整備の司令塔とする方針です。

ないかという問題があります。

公正取引委員会は、
デジタル・プラットフォー

国際的な取り組みが必要な問題であり、こう

マーが不当に個人情報を集めた場合、優越的地

したデジタル課税の実現に向けて、経済協力開

位の乱用として独占禁止法を適用する方針で

発機構
（OECD）
において 2020 年末の最終合意

す。個人情報保護委員会も、企業に自分のデー

に向けて検討が進んでいます。

＊１	
「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」中間論点整理について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/dec/181212_1.html
＊２	
「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則について」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h30/dec/181218.html
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相談情報ピックアップ
第

2

回

執筆者：国民生活センター相談情報部

身元保証などの

高齢者サポートサービスに関する契約トラブル
相談事例
頼れる親族がいないため、知人から紹介された事業者と、身元保証サービスや自分が死んだ後の
事務手続等を代行するサポートサービスの契約をした。費用を支払った記憶があるが、その他に預
託金として 100 万円を支払うように求められた。契約内容など、その詳細について理解できていな
ちゅうちょ

かったこともあり、さらなる高額な預託金の支払いを躊躇していたところ、担当者から
「明日どうな
るか分からない。一刻も早く預託金を支払うように」と急がされた。詳細な説明もされないなかで、
このような事業者の対応に困惑しているが、どうしたらよいか。

問題点とアドバイス

（60 歳代、女性）

ず、周囲の人や自治体の窓口に相談するなどし

近年、高齢者の単独世帯が増加傾向にあるな

て十分に検討しましょう。

か、高齢者を対象とする身元保証や日常生活の

（2）預託金等の用途や解約時の返金に関する条

支援、死後事務等を行うサービス
（以下、身元

件についてあらかじめ確認しておきましょう

保証等高齢者サポートサービス）が広まってき

契約時に預託金等の名目で金銭を支払う必要

ています。相談事例をみると、契約内容につい

がある場合には、その金銭の用途や目的・管理方

てよく理解しないまま契約してトラブルになっ

法などについて契約前に確認しておきましょう。

ているケースもみられます。契約をする場合は

預託金等は、解約時にその全部または一部が

以下の点に注意しましょう。

返金される場合があります。預託金等の返金に

（1）自分の希望をしっかりと伝え、サービス内
容や料金等をよく確認しましょう

ついてトラブルにならないように、あらかじめ
解約時の返金の有無や条件を確認し、不明な点

身元保証等高齢者サポートサービスを契約す

があれば事業者に十分な説明を求めましょう。

る場合は、まず自分がどのようなサービスを望ん

（3）契約内容を周囲の人にも理解してもらうよ

でいるのかを事業者にしっかりと伝えましょう。

う心がけましょう

そのうえで、提供されるサービスの内容や条

突然の事故等が起きた場合等は、せっかくの

件（どのような場合にどのようなサービスが受

備えを、自分で周囲の人に伝えることができな

けられるか）、料金体系
（いつ、いくらを、どの

くなることもあります。万が一の時に備え、契

サービスに対して支払うのか、支払うことにな

約しているサービス内容や事業者の連絡先を周

る総額）等をよく確認しましょう。

囲の人に伝えておく、分かりやすいところに掲

契約内容がよく分からなかった場合や、事業

示しておくなどして備えておきましょう。

者に契約を急がされた場合でもその場で契約せ
参考：国民生活センター「身元保証などの高齢者サポートサービスでのトラブルにご注意！」
（2019 年５月 30 日公表）
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html
ウェブ版
「国民生活」2015 年９月号特集３

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201509_03.pdf
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第

暮らしの

法律

87 回

路上で素振りをして
子どもにけがをさせてしまったら？

Q&A

相談者の気持ち
高校生の息子が自宅前で部活の練習でバットの素振りをしていたところ、
近所の子どもに当たり、けがをさせてしまいました。その子の親が目を離し
た隙に近づいてきたようです。こちらに100％の責任があるのでしょうか？

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。

誤って（＝過失によって）他人に

あるいは、手を離しても親がすぐ手をつなげる

外傷を与えてしまった場合には、

程度の距離のところにいて子どもの行動をコン

加害者側は被害者側に対してその

トロールできるようにしておく、ということが

損害を 100％賠償しなければなり

求められます。本件では
「その子の親が目を離

ません。これは民法 709 条
（不法

した隙に」
という点に、
被害者側に一定の
「過失」

行為）という条文に規定されています。賠償す

があったと思われるのです。

べき損害の中身は、病院での治療費や痛い思い
をさせたことに対する慰謝料などです。

その点で、100％の責任ではなく、いくらか
減額されると思います。ただ、この点は率直に

しかし、本件では、結論から言えば、100％

言って、はっきりしません。自動車事故などの

の責任があるとは言えない場合が多いと思われ

場合は、過去の膨大な判例があって、類型化お

ます。考え方のポイントは
「過失相殺」
という点

よびデータ化されています。ですから、自動車

です。「過失相殺」
とは、被害者が加害者に対し

事故の場合は、一定の過失相殺の割合
（過失割

て損害賠償請求をする際に、被害者にも過失が

合）
の見当がつきます。

あった場合に、被害者の過失に応じて損害賠償
額が減額されること、を言います。

しかし、本件の場合、そうした十分に類型化
されたデータは発表されていません。
その点で、

本件でも被害者側に過失があったと思われる

はっきりしないのです。

ので、この点が問題になります。

ただ、路上で素振りをすること自体、路上に

被害者側の
「過失」とは
「その子の親が目を離
した隙に近づいてきた」
という点です。

はどのような人が通りかかるか分からないこ
と、危険判断を十分にできない人も通る可能性

バットを素振りしていたのですから、それに

があることを考えれば、かなり危険な行為とも

当たってしまう距離に近づいたら危険だという

言えます。ですから、素振りをする側には、他

ことは、普通に判断能力がある人だったら分か

者にけがをさせない等危険を避けるよう十分に

ります。だから、一定の距離以内には近づかな

注意すべき義務があることは明らかです。

いはずです。

そうしたことを考えれば、過失割合
（全体の

この危険がまだ分からない程度の年齢の子ど
もを外へ連れ出す親は、
子どもの手を離さない、

損害額から差し引かれる割合）はそれほど大き
くはないように思われます。
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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

募集型企画旅行の旅行中にホテルが変更されたことに
ついて、慰謝料請求が認められた事例
本件は、モン・サン・ミッシェル島訪問を含む募集型企画旅行において、パンフレッ
トに掲載されていた同島を眺められる対岸のホテルにホテル側の事情で宿泊できず、同
島内にある別のホテルに宿泊することになったとして、消費者４名が旅行会社に対して、
手配義務・旅程管理義務・説明義務違反を理由に、債務不履行に基づく損害賠償を請求
した事例の控訴審判決である。
裁判所は、旅行会社の手配義務・旅程管理義務違反は否定したものの、説明義務違反
を認め、消費者１人につき慰謝料５万円の支払いを命じた。
募集型企画旅行における旅行
会社の責任の範囲について、参
考となる判決である。（東京高
裁平成 27 年 10 月 29 日判決
〈上
告不受理〉
、ウェストロー・ジャ

原告・控訴人・被控訴人： X1 ～ 4
（消費者：夫婦と子ども2 名）
被告・控訴人・被控訴人：Y
（旅行会社）
関係者：A（モン・サン・ミッシェル島の対岸にある当初宿
泊する予定だったホテル）、B（モン・サン・ミッシェ
ル島内の X らが実際に宿泊したホテル）、C（モン・
サン・ミッシェル島の対岸にある A とは別のホテル）

パン掲載）

事案の概要

に姿を変える神秘的な景色を楽しむことができ

平成 24 年 3 月 2 日、X らは Y が「ワンランク

る旨記載されていた。

上のホテルと人気のモン・サン・ミッシェルを

しかし６月 14 日夕方、X は本旅行の添乗員

楽しむ」とうたう、北西フランスとパリへの６

から A に宿泊できなくなった
（できなくなるか

泊７日の募集型企画旅行について、本件旅行契

もしれない）
旨伝えられた。15 日にモン・サン・

約を締結した。

ミッシェルに到着した時にも宿泊できなくなっ

旅行日程は、６月 13 日に日本から出発して、

た経緯や理由については説明がなく
（前日のう

６月 15 日にモン・サン・ミッシェルへ移動し、

ちにオーバーブッキング＊１ が理由であると説

A に宿泊、X らが追加契約した６月 18 日～ 24

明したとの主張もある）
、X らが説明を求めた

日の７日間のオプショナルツアー後、６月 25

が具体的説明はなく、結局 A には宿泊できず、

日に日本へ戻ることが予定されていた。

モン・サン・ミッシェル島内の B に宿泊するこ

旅行代金は、１人約 45 万円、X ら４名で合

ととなった。帰国後も X らは説明を求め、Y は
A のコントロールミスによるオーバーブッキン

計約 180 万円である。
パンフレットには、モン・サン・ミッシェル

グと手紙で説明し、１人につき約款に基づく旅

島の対岸にある A に宿泊すること、A の敷地か

行代金の２％
（9,000 円）
、
ホテル料金の差額（約

ら同島の全景を眺めることができ、時間ととも

1,000 円）の返金と、5,000 円の商品券の交付

＊１ 用意できる最大数を超えて予約を受け付けること
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暮らしの判例

を申し出ている。

理

X らは長年モン・サン・ミッシェル観光を楽

由

しみたいと考えていたが、同島内には墓地等が

本判決の争点は原審と異なり、
（1）①約款上

あり、対岸のホテルでの宿泊が確約されていな

の手配義務および②旅程管理義務の債務不履

かったため今まで旅行を申し込めなかった。し

行、③約款上の説明義務の債務不履行、
（2）損

かし X と長年懇意にし、X らの希望や懸念等を

害の発生およびその額、に整理された。

熟知し、しかも経験豊富な Y の添乗員から本件

（1）①手配義務について
YA 間の一般販売契約では、Y と A の団体予

旅行は対岸のホテルの宿泊が確約されていると

約に関する契約で、A からの予約取消しが重大

説明されて本件旅行に申し込んでいた。
X らは、（1）A に宿泊させる義務の債務不履
行、
（2）約款上の義務として①旅程管理

＊２

義務、

な不可抗力、第三者による偶発的な場合または
顧客の安全、健康上の理由である場合、違約金

または②説明義務にかかる債務不履行を理由と

は要求しない旨記載されていた。したがって X

して、旅行代金全額と慰謝料１人 10 万円の損害

らは、A からの予約取消しの通知に対し、オー

賠償を求めて提訴した。原審が②を認め、各自

バーブッキング
（またはキックオフ＊３）であれ

10 万円の慰謝料請求のみを認めたため、X と Y

ば違約金支払い義務が生じ、それを基に交渉を

双方が不服として控訴したのが本件である。

するべきであると主張し、断固として拒否し、

本件約款の規定
旅行契約の内容（３条）
「当社は、募集型企画旅行契約において、旅行
者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿
泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に
関するサービス
（略）の提供を受けることができ
るように、手配し、旅程を管理することを引き
受けます。
」
契約内容の変更（13 条）
「当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊
機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令、当初の運行計画によらない運送サービスの
提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた
場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図
るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじ
め速やかに当該事由が関与し得ないものである
理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅
行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企
画旅行契約の内容
（略）を変更することがありま
す。ただし、緊急の場合において、やむを得な
いときは、変更後に説明します。」
旅行者の解除権（16 条１項）
「旅行者は、いつでも
（略）
取消料を当社に支払って
募集型企画旅行契約を解除することができます。
」
（16 条３項）

「旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の
責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した
旅行サービスを受領することができなくなった
とき又は当社がその旨を告げたときは、第一項
の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、
旅行サービスの当該受領することができなく
なった部分の契約を解除することができます。」
旅程管理（23 条）
「当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施
を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲
げる業務を行います。（略）一 旅行者が旅行中
旅行サービスを受けることができないおそれが
あると認められるときは、募集型企画旅行契約
に従った旅行サービスの提供を確実に受けられ
るために必要な措置を講ずること。
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約
内容を変更せざるを得ないときは、代替サービ
スの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更
するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日
程の趣旨にかなうものとなるように努めること、
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変
更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同
様のものとなるよう努めること等、契約内容の
変更を最小限にとどめるよう努力すること。」

＊２ 旅行者の安全と旅行の円滑な実施を確保するために旅行会社が行う措置
＊３ 別の団体の人数が多くなったことを理由に個人や小さい団体を追い出すこと

2019.8 国民生活

34

暮らしの判例

抗議し、その撤回を求めるための折衝、交渉を
する義務を負うにもかかわらずこれを怠ったと
主張した。しかし、宿泊機関への宿泊手配に関
し旅行業者が行い得る準備行為としては、当該
宿泊機関との宿泊契約の締結および旅行者が宿
泊予定日時に当該宿泊機関に到着できるよう旅
程を計画し、宿泊の予約をとり、交通手段等を
確保すること等であり、またそれらの準備行為
を行えば、通常足りるとされることから、手配
義務の内容としては上記行為に限られると解す
るのが相当として債務不履行を認めなかった。

款 16 条３項が旅行開始後でも提供を受けられ
なくなった旅行サービスに係る部分の契約の解
除権を旅行者に認めていることから、その解除
権行使の機会を与える必要から旅行業者に速や
かに変更理由と変更内容を説明する義務を課し
たものと解している。そして、Y は 13 日午後
１時 30 分頃に A から予約取消しの通知を受け、
その直後および 14 日朝の２度、A に予約取消
しの撤回を求めたが拒否され、14 日８時 30 分
頃に B に正式に予約を入れ、その後 A と折衝を
していない。これらの事情によれば、Y は 14

②旅程管理義務について

日８時 30 分頃に代替として B に宿泊すること

Y は約款３条および 23 条に規定される旅程

を決定したものと推認される。14 日の旅程は、

管理義務を負うが、Y は個々の契約を通じて旅

ベルサイユのホテルを出発し午前中にベルサイ

行者に提供させるサービスの内容を間接的に支

ユ宮殿の観光、昼食後バスでロワール地方に赴

配するほかない以上、
旅程管理義務については、

き、古城を観光した後、同地方のホテルに宿泊、

一定の結果を実現すべく最大限の努力を内容と

その翌日 15 日が A 宿泊予定日であった。ホテ

する債務であると解すべきとした。X らは A へ

ルの変更があれば旅行参加者が代替ホテルに泊

の折衝・交渉をすること、A の提示した代替案

まるという変更を受け入れず、別途宿泊すべき

（A は A 同様島の対岸にある C に宿泊し、夕食、

ホテルを手配したうえで本件旅行契約中の上記

朝食を A でする代替案を Y に提示していた）を

変更部分を解除するかどうか選択する機会を与

Y が旅行者に何ら相談なく受け入れなかったこ

えられる必要があり、また 14 日の旅程の内容

とを債務不履行として主張したが、前者につい

に照らせば、Y が旅行参加者に旅程変更の説明

ては予約取消し（13 日）から宿泊（15 日）の短期

をする時間的余裕はあったと認められるから、

間に違約金発生を根拠として A の責任を追及す

14 日８時 30 分頃以降、遅くとも同日中には A

るような折衝、交渉は困難であり、代替ホテル

から予約取消し通知を受け、A に宿泊すること

を検討しつつも、A に対して２度予約取消し回

ができないことが確定した旨、また、そのこと

避を要求するなど限られた時間内で旅行者の宿

により B に宿泊することとなる旨を X を含む旅

泊先確保のために動いていたとして、後者につ

行参加者に説明すべき義務を負っていたという

いては B、C は同グレード
（A の１つ下）だが C

べきである
（14 日夕方に X らは A に宿泊できな

は評判が悪く B は比較的評判がよかったこと、

くなるかもしれないとの連絡があった旨を添乗

B は島内価値もあることから B にしており、C

員から伝えられたが、理由は説明がなかった、

の実際の眺望も分からず、旅行者の宿泊先を早

あるいは泊まれなくなったがまだ希望を捨てな

急に確保する緊急事態に対応するなかで確保可

いで行きましょうと言われた模様である。これ

能なら B が最善と判断したとして、いずれも債

らに基づいて、
説明義務の不履行が認められた）
。

（2）
損害の発生とその額

務不履行を認めなかった。

X は旅行代金全額の損害が発生したと主張す

③説明義務について
Y は約款 13 条の説明義務を負うが、これは約

るが、旅行が開始された後に A が予約取消し通
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知をしたところ、これによって変更された旅程

責任追及は難しい。

は全行程７日間のうち３日目の宿泊先と食事の

本件の特徴は、旅行開始後のホテル変更につ

みであり、X らにとっても、旅行契約の全部ま

き、説明義務違反が認められている点である。

たはその後の旅程についてまで旅行契約を解除

説明義務は契約締結時に
（あるいは締結前に）課

する客観的・合理的な理由を見いだし難い
（こう

され、契約を締結するかどうかの判断を左右す

した状況で旅行契約の全部を解除する場合、旅

るものと位置づけられることが多いが、本件は

行者は最大で代金相当額の取消料を Y に支払う

旅行開始後で既に旅行契約の履行が開始してお

必要がある）
。また A の宿泊に係る部分のみを

り、契約をするかどうかの判断とは直接関わら

解除し、その代金相当額の損害が発生したこと

ない場面である。本判決は、
旅行開始後の、サー

の主張立証はない、として代金全額の損害また

ビスを受けられなくなった部分についての旅行

は変更された宿泊分相当額の損害との間に相当

者の解約権の存在を前提に、その部分を解約す

因果関係は認められないとした。慰謝料につい

るかどうかを判断する材料として説明義務を課

ては、A の泊数、希望に合致するホテルを手配

しているという。そのため、判断に必要な情報

できる可能性、旅行代金、その他諸般の事情を

がより速やかに提供されることが必要となり、

考慮し、X らそれぞれにつき５万円を認定した。

14 日８時台にホテル変更が確定したにもかか

かか

わらずその連絡が遅れたとして説明義務違反が

解

認められる結果となった。

説

一方、損害については、旅行代金は一切損害

募集型企画旅行はパッケージツアー、パック

とは認められず
（もっとも約款に基づいて、Y

旅行などと呼ばれているものである。旅行会社

から１人につき約１万円分の給付の申し出は

は旅行者に対し、
自社作成の旅行計画に基づき、

あった。おそらくこれは約款上の旅程保証に基

運送・宿泊機関等を手配し、その旅程を管理す

づく変更保証金を含むものと思われる。標準旅

る義務を負っているが、旅行計画どおりの内容

行業約款にはこの旅程保証の規定があり、天災

が実現することを保証しているわけではない。

や戦乱等の免責事由がある場合を除いて契約内

本件のツアーは非常に有名なヨーロッパの観光

容の重要な変更
（例外有り）
に対し変更補償金を

地訪問を含むツアーで、島外のホテルから島の

支払うとしているが、一般的にはわずかな金額

変化を眺められることはツアーの目玉の１つと

である。本件では加えて５千円の商品券提供の

なっていたと思われる。ところがホテルのミス

申し出もあったが、この金額では納得できず訴

（当初 Y は A からオーバーブッキングと説明さ

訟に至ったものと思われる）
、厳しい内容とい

れていたが、実際は２日前に到着した団体の人

えなくはないが、説明義務違反で解約の検討の

数が増えたため、個人客や少人数団体がはじか

機会を逸した点だけが問題になるなら、旅行代

れるキックオフだった模様）で島を眺められる

金全額の返金はもともと難しかったと思われ

ホテルに宿泊できず、旅行出発後に Y が手配し

る。慰謝料については債務不履行責任ながら認

た島内のホテルへの宿泊に変更された。旅行者

められており、この点は評価できる。

にとっては大きなショックだったと思われるが、
当初の予定が変更になっただけでは旅行会社は
債務不履行責任を負わない。本判決も検討する
手配義務、旅程管理義務等の不履行がなければ
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消費生活相談に役立つ改正民法の基礎知識
第

6

回

消費貸借・請負
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。

改正された点があります。和解や終身定期金な

はじめに

どはまったく改正されていませんが、売買や請

民法は、第三編債権の契約の部分において

負などでは、重要な改正がされています。例え

13 種類の契約についての規定を設けています。

ば、現代社会における契約の中でも、最も一般

民法に定めのある 13 種類の契約のことを典型

的な売買契約では、改正前の瑕疵担保責任の規

契約とか、有名契約といいます。本稿では、典

定が削除されました。売買契約に基づいて売主

型契約の用語を使用することにします。

から引き渡された目的物
（つまり、売買契約の

か し

民法は、契約については、契約自由の原則に

対象になっていた商品のこと）が契約の内容に

よっています。契約当事者間が合意をしたもの

適合しないときと表現が改められ、
「隠れた瑕

であれば、公序良俗や強行規定に反する内容で

疵」
という言葉はなくなりました。

ない限りは、有効な契約として成立します。典

さらに、売買契約に基づいて引き渡された商

型契約以外の内容の契約でも当事者間で自由に

品が、契約の内容に適合しない物であったとき

取り決めることによって契約を締結することが

に買主が売主に対して取ることができる手段に

できるわけです。典型契約以外の契約のことを

ついても大きく改正されました。改正前は売主

非典型契約、あるいは無名契約といいます。

に対する損害賠償請求か瑕疵が重大な場合の契

民法は、日常、よく利用されている種類の契

約の解除のいずれかと定められていました。改

約である 13 種類について、当事者間に取り決

正民法では、まず契約の内容に即した追完請求

めがない点について紛争が生じた場合に、民事

権、追完されない場合の減額請求権、さらに損

裁判においてどのように処理すべきかというこ

害賠償請求権、契約の解除とするなど、大きな

とについて定めています。これが典型契約の規

改正がされています。この点については、前回

定が設けられている意味です。また、典型契約

の
「契約が守られないとき」＊１ において、瑕疵

に関する規定は、消費者契約法 10 条の不当条

担保責任は削除され、追完請求権などの債務不

項に該当するかどうかの判断基準として機能し

履行責任として統合されたことを説明しまし

ています。

た。

13 種類の典型契約は、財産権を移転するタ

今回は、典型契約の中から、消費生活相談で

イプの贈与・売買・交換、貸すタイプの使用貸

もしばしばみられる消費貸借と請負を取り上げ

借・消費貸借・賃貸借、労務を提供するタイプ

相談業務にもかかわる改正点を説明します。

の雇用・請負・委任、これらには含まれない寄

13 種類の典型契約のうちからこの２種類の改

託・組合・終身定期金・和解に分類できます。

正点を取り上げるのは、消費生活相談に携わる

2017 年民法改正では、典型契約についても、
＊1

うえで知っておくことが必要な基礎的な事柄だ

ウェブ版
「国民生活」2019 年 7 月号「誌上法学講座」http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201907_18.pdf
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と考えられるためです。

借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同
じ物をもって返還をすることを約して相手方か

消費貸借

ら金銭その他の物を受け取ることによって、そ

消費貸借とは、借りたものは消費してなく

の効力を生ずる」と定められていました。借り

なってしまうために、借りたものと種類・品質・

るものを借主が貸主から受け取ることにより、

数量の同じものを返還する契約です。
かつては、

消費貸借契約の効果が生じるとするもので、こ

日常生活において隣近所から、お米や味噌など

のような契約を
「要物契約」
といいます。要物契

を借りる例が典型例だと説明されていました

約では、諾成契約とは違って、契約当事者間の

が、最近ではあまり見かけません。

合意だけでは契約の効果は生じず
（つまり、契

現代社会では、お金を借りる契約が典型的な

約は成立せず）
、貸主が借主に貸すものを引き

ものです。借りたお金は使ってなくなってしま

渡すことによって、契約としての効果が生じる

います。そこで、借りたのと種類・数量が同じ

点が、重要なポイントとされていました。

お金を返すという内容です。
キャッシング、
カー

2017 年改正法では、587 条の定義規定は維

ドローン、自動車ローン、住宅ローン、不動産

持しましたが、587 条の２として
「書面でする

担保ローンなど、さまざまな金銭を借りる契約

消費貸借等」との規定を新設しました。金銭消

が日常的に利用されていますが、これらはすべ

費貸借契約で、
契約書などを作成する場合には、

て消費貸借です。このようなことから、借金は

貸す物の引渡しがなくても、書面の作成により

金銭消費貸借であると説明されるわけです。

契約は成立します。この場合に契約書などの書

消費貸借の定義における
「対価」
とはお金を貸
してもらうことに対する対価のことで、利息が

面は、電子データによるものでもよいとされて
います。

これに該当します。知人同士の借金では、利息

ただし、借主は、金銭などの借用物を受け取

を取らない場合が少なくありませんが、無利息

る前であれば、
契約を解除することができます。

でも立派な消費貸借です。銀行や消費者金融な

金銭消費貸借契約を締結したものの、
その後に、

どの事業者との間で金銭消費貸借契約を結ぶ場

借金する必要がなくなったなら、必要がなく

合には、利息がかかるのが普通です。このよう

なったお金を無理に借りる必要はなく、借主は

に、消費貸借契約では、契約で利息について定

契約を解除することができるとしているので

めた場合には利息を支払う義務が生じます。契

す。加えて、貸主が、借主に貸すために借用物

約で利息についての定めを設けていない場合に

を調達していたなどの事情がある場合には、貸

は、無利息と言うことになります。

主は借主に対して、調達費用について損賠賠償

売買契約の定義規定では、対価を支払って商

を求めることができます。

品を購入する
（つまり、財産権を移転する）
有償双
務契約であること、つまり買主が対価を金銭で
支払うことがポイントでした。しかし、消費貸借
契約では、
「借りたものは消費してしまい、借り
たものと種類・品質・数量の同じものを返還す
る」
契約である点にポイントがあります。利息を
支払う義務を負うか、利息は支払わなくてもよ
いかは、消費貸借の定義とは関係がありません。

消費貸借の契約の成立時期
消費貸借は、改正前から 587 条で、「消費貸
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第 587 条の 2 前条の規定にかかわらず、書面
でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他
の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け
取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもっ
て返還をすることを約することによって、その
効力を生ずる。
２ 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金
銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をす
ることができる。この場合において、貸主は、
その契約の解除によって損害を受けたときは、
借主に対し、その賠償を請求することができる。
３ 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金
銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破
産手続開始の決定を受けたときは、その効力を
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失う。
４ 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録
によってされたときは、その消費貸借は、書面
によってされたものとみなして、前三項の規定
を適用する。

ものです。
請負契約に関する改正点としては、仕事が完
成する前に契約関係が終了してしまった場合の
請負人の報酬請求に関する規定の新設と担保責
任に関する規定の２点があります。担保責任に
関する改正は、かなり大きな改正です。

利息について

注文者が受ける利益の割合に
応じた報酬

利息に関しても、次のように明確化する規定
を定めました。
（利息）
第 589 条 貸主は、特約がなければ、借主に対
して利息を請求することができない。
２ 前項の特約があるときは、貸主は、借主が
金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請
求することができる。

請負契約では、請負人が仕事を完成しない間
は、注文者は、損害を賠償していつでも契約を解
除できます
（641 条）
。このような場合に、それ
まで完成した部分については請負人は対価を請
求できるかどうか、という問題があります。注
文者からの契約解除以外の事情で、途中で仕事
の完成ができなくなる場合もあり得ます。その

返還の時期

場合には、
それまで仕事をした部分については、

金銭消費貸借契約などでは、返済期限を定め

請負人は、報酬を請求できないのでしょうか。

ることが普通です。返済期限が定められている

この問題について、改正法は下記の規定をお

場合には、貸主は返済期限が到来するまでは借

いて明確化しました。既にした仕事が可分であ

主に返済するよう請求することはできません。

れば、可分な部分の引渡しなどによって注文者

このようなことから、返済期限のことを期限の

が利益を受ける時は、その部分を仕事の完成と

利益といいます。

みなして報酬を請求できることを明確化しまし

では、借主は、契約で定めた返済期日より前

た。報酬の金額は、全体の仕事の完成と実際に

に返済することができるでしょうか。改正法で

部分的に完成したものと比較して、注文者が受

は、この点について次のように明確化する規定

ける利益の割合によると規定しています。

を定めました。

（注文者が受ける利益の割合に応じた報酬）
第 634 条 次に掲げる場合において、請負人が
既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付に
よって注文者が利益を受けるときは、その部分
を仕事の完成とみなす。この場合において、請
負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報
酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由
によって仕事を完成することができなくなった
とき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。

（返還の時期）
第 591 条（略）
２ 借主は、返還の時期の定めの有無にかかわ
らず、いつでも返還をすることができる。
３ 当事者が返還の時期を定めた場合において、
貸主は、借主がその時期の前に返還をしたこと
によって損害を受けたときは、借主に対し、そ
の賠償を請求することができる。

請 負

担保責任の規定の改正

請負契約とは、一方当事者は、仕事を完成す
ることを約し、相手方はその結果に対して報酬

仕事の結果に瑕疵があった場合の規定とし

を支払うことを約する契約です（632 条）
。定

て、請負契約では、担保責任に関する規定を設

義規定の改正はありません。建物などの建築請

けていました。改正法では、改正前の担保責任

負契約やリフォーム工事などの契約が典型的な

に関する規定である 634 条から 636 条、638
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条から 640 条において、条文の内容を大幅に

ることができない。ただし、請負人がその材料
又は指図が不適当であることを知りながら告げ
なかったときは、この限りでない。

改正、または削除しました。これは、売買契約
について、瑕疵担保責任の規定を削除して、契
約の内容に適合しない場合の責任として、追完

担保責任の期間

請求権や代金減額請求権の規定を新たに導入し

前記の注文者の権利行使をするためには、注

たものと同一の考え方によるものです。
請負契約においても、改正前の
「仕事の目的

文者がその不適合を知った時から１年以内にそ

物の瑕疵」との表現をすべて削除して、
「種類又

の旨を請負人に通知する必要があります。その

は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の

不適合を知った時から１年以内にその旨を請負

目的物」との表現に改めました
（改正法 636 条、

人に通知しなかった場合には、注文者は、その

637 条）。「契約の内容に適合しない」という表

不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬

現は、売買契約において
「隠れた瑕疵」
という表

の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解

現を削除して、
「契約の内容に適合しない」
と改

除をすることができなくなります。ただし、仕

めたことと一貫させようとするものです。ここ

事の目的物を注文者に引き渡した時、請負人が

では、契約当事者間でどのような合意がなされ

その不適合を知り、または重大な過失によって

ていたかが、極めて重要な意味を持つことにな

知らなかったときは別で、
権利行使が可能です。

ります。また、条文のタイトルとしては
「担保

これらの規定は、売買契約における契約適合性

責任」との表現を残しましたが、条文の内容か

違反の場合も同様です。

らは担保責任という用語を廃除しました。

（目的物の種類又は品質に関する担保責任の期
間の制限）
第 637 条 前条本文に規定する場合において、
注文者がその不適合を知った時から一年以内に
その旨を請負人に通知しないときは、注文者は、
その不適合を理由として、履行の追完の請求、
報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の
解除をすることができない。
２ 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引
き渡した時（その引渡しを要しない場合にあっ
ては、仕事が終了した時）において、請負人が
同項の不適合を知り、又は重大な過失によって
知らなかったときは、適用しない。

引き渡された仕事の内容が、契約の内容に適
合しない場合には、注文者は、履行の追完の請
求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および
契約の解除ができます。ただし、注文者が提供
した材料や指示によって生じた不適合の場合に
は、注文者は、このような権利はありません。
例外的に、請負人がその材料または指図が不適
当であることを知りながら告げなかったとき
は、原則通り注文者は追完などを請求できます。
改正前は、建物や土地の工作物に関する請負

ただし、
新築住宅の建築請負契約の場合には、

契約の場合には、瑕疵がどんなに重大でも、契
約の解除はできませんでした。しかし、改正法

住宅の品質確保の促進等に関する法律による特

では建物の請負契約でも、不適合が重大であれ

例による規制が及びます。
住宅のうち構造耐力上主要な部分または雨水

ば解除が可能となりました。
（請負人の担保責任の制限）
第 636 条 請負人が種類又は品質に関して契約
の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引
き渡したとき
（その引渡しを要しない場合に
あっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が
種類又は品質に関して契約の内容に適合しない
とき）は、注文者は、注文者の供した材料の性
質又は注文者の与えた指図によって生じた不適
合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減
額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をす

の浸入を防止する部分として政令で定めるもの
の瑕疵については、請負人は引渡し時から 10
年間の担保責任を負います。この規定は強行規
定です。注文者に不利な特約は無効です。
次回は、賃貸借に関する改正点を取り上げま
す。
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