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リポート

消費者教育推進法の制定を
求める意見書を公表
1　意見書公表の意義
　当連合会は，2011年４月15日，「消
費者の権利を保障し消費者市民教育
を推進する実効性のある消費者教育
推進法制定を求める意見書」を公表
しました。09年２月19日にも「消費
者教育推進法の制定を求める意見
書」を公表しており，消費者教育推
進法（以下「推進法」）関連の意見
書としては２件目となります。前回
の意見書以降，消費者教育の体系的
推進，多様な主体の連携及び消費者
教育法制の検討を目的とした，政府
の消費者教育推進会議が立ち上げら
れ，また政党間で議員立法によって
推進法を制定しようとの動きが出て
きました。
　今回の意見書は，こうした情勢の
変化を踏まえ，法案要綱としてより
具体的に当連合会の意見を明らかに
したものです。
2　法の目的は消費者市民教育
　意見書では，法の目的において「消
費者と事業者との間の情報の質及び
量並びに交渉力等の格差があるもと
して，消費者の基本的権利を保障し，
その主体的な選択と行動を確保する
ためには，消費者に必要な情報及び
教育の機会が提供されることが極め
て重要」と指摘し，消費者教育が消
費者と事業者との間の力の格差のも
とで消費者の基本的権利を保障する
ために必要とされていることを強調
しています。
　その上で，消費者教育の理念とし
て，単なる知識ではなく行動に結び
つく実践的な能力の育成と共に，「消
費者教育は,消費者が消費者市民社

会を構成する一員として批判的精神
をもって主体的に消費者市民社会の
形成に参画し,その発展に寄与する
ことができるよう,その育成を積極
的に支援することを旨として行われ
なければならない。」として，消費
者市民教育を掲げています。被害防
止のための知識中心になりがちであ
ったこれまでの消費者教育から，消
費者市民として，自らの選択と行動
を通じて主体的，能動的に社会参加
し行動する力を身につける消費者市
民教育への転換は，日本の消費者教
育のパラダイムを大きく転換するも
のといえます。
3　持続可能な消費のための消費者
教育を
　意見書ではさらに，国において消
費者教育推進の基本方針を定めるこ
とを規定し，地方については，都道
府県には推進計画の策定を義務化
し，市長村については努力義務とし
ています。その上で，基本方針や推
進計画の進捗状況をチェックし，ま
た多様な主体の間の連携を図ること
を目的とした協議組織を国と地方そ
れぞれに設置することを定めていま
す。
　折しも，国連は，11年に「持続可
能な消費と生産の10年枠組み」を採
択する予定であり，持続可能な消費
のための教育は，地球全体の未来を
守るための国際社会の最重要課題の
一つに位置づけられています。様々
な教育課題の中でともすれば軽視さ
れがちであった消費者教育のプライ
オリティが，推進法の立法を機に飛
躍的に高められ，国と地方で，行政，

教育関係者，消費者団体，NPOなど，
多様な主体の連携が図られ，世界の
様々な問題が自分たちの消費につな
がっていることを自覚しつつ主体的
に選択し行動する力を持った消費者
を育てる，生き生きとした消費者教
育が推進されることが期待されま
す。
　推進法をめぐっては，自民党が10
年秋に法律案骨子をとりまとめ，民
主党も11年５月に消費者問題プロジ
ェクトチームの中に消費者教育ワー
キングチームを立ち上げて，推進法
制定に向けて本格的に動き出しまし
た。
4　速やかな法律制定を求める運動を
　当連合会では，11年６月６日，７
日の両日，当委員会に委員を出して
いる各政党に対して要請活動を行い
ましたが，各党とも好意的な反応で
した。早ければ今年中にも，法案が
国会に提出されるものと期待してい
ます。消費者市民教育を教育理念と
して掲げた推進法が制定されれば，
当連合会が，09年の第52回人権擁護
大会において宣言した消費者市民社
会の確立に向けて，大きな一歩を踏
み出す画期的な出来事といえます。
今後は，速やかな法律制定を求める
運動と共に，法の制定後を視野に入
れて，学校現場に消費者市民教育の
理念が徹底されるよう，資料・教材
等の作成にも力を入れていくつもり
です。

消費者教育・ネットワーク部会
副委員長　島田　広（福井）
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地方消費者行政の充実・強化について
～地方議会請願運動へのご協力を～
1　はじめに
　いま，地方消費者行政の危機が迫
っています。以下，地方消費者行政
活性化基金後の地方消費者行政のあ
りかたについての国の議論の内容
と，これに対する対抗策としての地
方議会請願運動について説明しま
す。
2　問題の所在
　今後の地方消費者行政の充実の在
り方については，消費者庁関連３法
の衆参附帯決議において，（内閣府）
消費者委員会で検討を行うこととさ
れています。これを受けて消費者委
員会は，地方消費者行政専門調査会
を設置して議論を行い，2011年４月
15日，同調査会の報告書を取り込む
形で，「地方消費者行政の活性化に
向けた対応策についての建議」を行
いました。
　この建議は，「地域主権改革」を
前提に，国は原則として，各地方公
共団体の後押しをするような支援に
注力すべきこと，財政面の支援につ
いてもある程度期限を限定すべきこ
と，とするに留まっており，実効性
に大いに疑問があります。例えば，
地方消費者行政の中核であるはずの
相談窓口を担う消費生活相談員の処
遇については，「各地方公共団体の
長にあてて，…具体的な指針を示す
ことにより，…適切な処遇・研修機
会の確保を図る」とありますが，肝
心の国の財政支援策が全く記載され
ていません。
　このように，消費者委員会の示し
た方向性は，「地域主権改革」を前
提にしつつ，国はあくまで情報提供
等の側面支援を行うにとどまる，と
いう考え方が色濃く表れたものとな
っています。他方で消費者庁も11年
１月に「地方消費者行政の充実・強
化に向けた課題」を発表しています
が，こちらは消費者委員会の建議よ
りもさらに明確に「地方分権改革」
や「一括交付金」を前面に押し出し
ており，考え方としてはさらに後退
しています。

　要するに，現在の国の議論の方向
性としては，一部の項目を除き，地
方消費者行政の充実・強化に使途を
定めた財政支援を国は基本的に行わ
ない，地方が自分の判断でやれ，と
言っているわけです。
　確かに一般論として地方分権が重
要であることは理解できますが，消
費者行政のように取り組みが極めて
遅れている分野とそうでない分野と
を十把一絡げに扱い，すべて地方に
丸投げというやり方には大きな疑問
を感じます。
　09年度から始まった活性化基金に
より，地方消費者行政の全体予算自
体は徐々に右肩上がりとなっていま
す。ところが基金を除いた本予算を
見ると，ほとんどの自治体で減少傾
向が顕著となっています。基金は12
年度まで使えることになっています
が，その後基金が打ち切られると，
地方の消費者行政は一部の先進的な
自治体を除き，壊滅的な状態になる
のではないかという危機感を持って
います。こうした危機感を持ってい
るのは我々だけでなく，消費生活相
談員や地方自治体の消費者行政担当
部署の人たちも同様です。基金が終
わったら消費者センターも廃止，と
あらかじめ言われている相談員もい
ると聞いています。
3　請願運動の趣旨
　そこで私たちは，上記のような無
責任な国の方針を改め，国が責任を
もって地方支援に取り組むよう，地
方からも声を上げてもらうことと
し，地方消費者行政充実強化のため
の地方議会請願運動を開始しまし
た。これは，一定の幅をもちながら
も使途を消費者行政に限った財政支
援等を求める意見書を地方議会から
国に対し提出してもらおうというも
のです。合わせて，当連合会が11年
４月14日に出した「地方消費者行政
の充実・強化に対する国の支援のあ
り方に関する意見書」と同趣旨の意
見書を各単位会からも提出するよう
お願いしています（各単位会からは，

消費者行政担当者を選任して頂いて
おり，詳細はそちらに伝えてありま
す）。
　上記意見書の趣旨は，次のとおり
です。①消費者委員会は，地方消費
者行政専門調査会の報告書を受け
て，さらに検討を加えた上で，地方
消費者行政の充実強化に対する国の
財政支援や政策提案のあり方につい
ての最終的提言を行うこと，②消費
者委員会及び消費者庁は，消費者庁
関連３法の国会審議の結果を尊重し
て，地方分権・地域主権改革の中に
あっても，地方消費者行政の充実・
強化に対し，格別の財政措置と政策
提案を講ずべきこと，③国から地方
消費者行政に対する財政措置の具体
的あり方については，これまでの「地
方交付税の基準財政需要額倍増措
置」「地方消費者行政活性化交付金」
「住民生活に光をそそぐ交付金」等
の実効性を検証した上で，パブリッ
クコメントに寄せられた意見の結果
を十分に反映して，地方自治体が消
費者行政の充実・強化を推進できる
ような財政措置を講ずべきこと，
④国は地方自治体に対し，相談員の
雇い止め回避の名の下に消費生活相
談業務を安易に民間委託する方向に
流れないよう慎重に検討すること
（上記意見書の詳細な内容は，当連
合会のホームページに掲載されてい
ますので，そちらをご参照下さい。）。
　全国の皆さんにはこれらを武器に
政党や議会で積極的な議論を展開し
てもらう必要があります。
　消費者の権利を実現し，消費生活
の安全・安心を実現するには，地方
の消費者行政の充実・強化が不可欠
です。上記のような国の議論のまま
では全国の地方消費者行政が壊滅す
る状態となりかねませんので，全国
の皆さんのご協力をお願い致しま
す。

消費者行政部会
拝師徳彦（千葉県）
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「国民生活センターの在り方の見直しに係るタスクフォース
中間整理」に対する要請書～国セン見直しはさらに検討を！
1　国セン在り方見直しの経過
　2010年12月７日の閣議決定「独立
行政法人の事務・事業の見直しの基
本方針」において，独立行政法人国
民生活センター（以下「国セン」と
いいます。）について，「消費者庁の
機能を強化する中で，独立行政法人
制度の抜本的見直しと並行して，消
費生活センター及び消費者団体の状
況等も見つつ，必要な機能を消費者
庁に一元化して法人を廃止すること
を含め，法人の在り方を検討する。」
とされました。
　これを受けて，同月，「国民生活
センター国センの在り方の見直しに
係るタスクフォース」が開催され，
消費者庁は，10回にわたる審議をし
て，11年５月13日にまとめた「中間
整理」を公表しました。
2　当連合会の要請書
　この中間整理について，当連合会
は，11年５月19日，「国民生活セン
ターの在り方見直しに係るタスクフ
ォース中間整理に対する要請書」を
公表しました。
　同要請の概要は以下のとおりです。
　①中間整理が示す国センの「今後
の方向性」は，国センの業務見直し
消費者庁の機能強化の名の下に，国
センの諸機能を消費者庁に統合し，
その一部の機能を「施設等機関」（内
閣府設置法55条）として位置づける
ものであるが，国センは，この構想
に対し，今後の議論によっては「組
織の在り方が変わりうるものであ
る」ことを留保しており，未だ合意
された内容ではない。
　②当連合会は，これまで，消費者
行政の司令塔としての消費者庁の創
設及び体制強化を求め，国センにつ
いても，相談現場の被害実態に基づ
くより一層迅速な情報提供や柔軟か
つ専門性の高い相談処理・研修を実
施するよう求め，また，国センの見
直しにあたっては，各業務の一体性，
相互補完性，専門性を組織的に確保
し，かつ法執行を行う立場の消費者
庁から独立した柔軟性と機動力を持

つ業務運営を制度的に確保したうえ
で，消費者庁との連携を強化するこ
とが重要であると提言してきた。
　しかしながら，中間整理は，情報
分析提供は消費者庁の内部部局化
し，紛争解決手続（ADR）も「施
設等機関」から分離する構想であり，
機能の一体性が大きく損なわれてお
り，しかも，情報分析・注意喚起業
務を消費者庁の内部部局に統合する
と，国センによる情報提供機能が，
法執行部門や司令塔部門との調整な
どでタイムリーな提供ができず，総
体として国民・消費者の利益となら
ない。さらに，相談，研修，商品テ
ストを行う「施設等機関」自体が，
消費者庁の関連部門との間で業務の
独立性や専門職員養成の人事面での
独立性を確保できるのか，明確でな
い。すなわち，中間整理の構想によ
って国と地方の消費者行政が全体と
して強化されることになるのか極め
て疑問が強い。
　③当連合会は11年２月18日付「国
民生活センターの業務・規定見直し
に関する意見書」（本ニュース142号）
において「施設等機関」構想を選択
肢の一つとして提示した。これは国
センの各機能を一体的に，かつ消費
者庁から一定の独立性を確保したう
えで，消費者庁との連携を推進する
組織とすることが不可欠の前提条件
であり，その一体性や独立性が確保
できないのであれば，「施設等機関」
とするよりも政府から独立した新た
な法人として存続させることが妥当
である。
　よって，中間整理が示す不十分な
構想ではなく，より機動性，柔軟性，
専門性を確保できる新組織の在り方
と，消費者庁・消費者委員会全体の
在り方について，より広範な議論を
踏まえて実現するよう要請する。
3　内閣府消費者委員会の関与
　他方，消費者庁等設置法附則第３
項では「…消費者の利益の擁護及び
増進を図る観点から…消費者庁の関
与の在り方を見直すとともに，消費

者庁及び消費者委員会の所掌事務及
び組織並びに」国センの「業務及び
組織その他の消費者行政に係る体制
の更なる整備を図る観点から検討を
加え，必要な措置を講ずるものとす
る」とされ，その検討に際しては，「消
費者委員会による実質的な審議結果
を踏まえた意見を十分に尊重」（参
議院附帯決議33項）すべきことが求
められています。
　内閣府消費者委員会は，国センが
果たしている地方消費者行政支援の
機能を正確に理解するために，アン
ケート調査等を実施し，さらに，事
業者団体と消費者団体からのヒアリ
ングを実施しました。ヒアリングで
は，今までの国センによるあっせん・
ADRを行政庁である消費者庁がす
ることで，消費者や事業者が柔軟な
対応ができなくなるという説得的な
意見が出されたほか，行政組織論に
詳しい，元会計検査院長で慶應大学
名誉教授の金子晃氏，元最高裁判所
判事で東北大学名誉教授の藤田宙靖
氏の両氏から貴重なご意見がでまし
た（両氏の意見については，是非消
費者委員会のホームページをご覧下
さい）。
　さらに，消費者委員会で議論を重
ねた結果，11年６月10日に「消費者
行政体制の一層の強化について－国
民生活センターの在り方の見直しに
係るタスクフォース　中間整理を踏
まえて」という報告書をまとめ，こ
の報告書に基づき，さらに検討を進
めることを求める「消費者行政体制
の一層の強化について－国民生活セ
ンターの在り方の見直しに係るタス
クフォース　中間整理についての意
見」を表明しました。
4　国センの在り方見直しについて
は，さらに消費者・消費者団体，事
業者，有識者も加わった公開の場で
の審議を深めた上で最終的な判断を
行うべきです。

消費者行政部会
中村雅人（東京）
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金融商品取引法の改正
～無登録業者の未公開株等の売買は無効
1　業法違反に民事効
　2011年５月17日，資本市場及び金
融業の基盤強化を目的とした金融商
品取引法の改正が成立し，同月25日，
公布されました。
　改正法では，未公開株・社債（以
下「未公開株等」と言います。）の
投資者被害を抑止する観点から，無
登録業者による未公開株等の取引に
関して，①無登録業者による広告・
勧誘行為を禁止し，②無登録業者に
対する罰則を引き上げるほか，③無
登録業者が未公開株等の売りつけを
行った場合に，その売買契約を無効
とする（民事効）こととされました。
　無価値な未公開株等を言葉巧みな
セールス文言で掴まされ，損害を被
らされる事案が後を絶ちません。近
年とくに高齢者の被害が目立ち，資
産を持ちながら判断力の低下に悩
み，しかも啓蒙活動や消費者教育の
成果が届きにくい年齢層に，多大な
被害が発生していることが各種報告
などから窺い知ることができます。
今や，国を挙げて未公開株等被害防
止に取り組むべきことが求められて
いると言っていいでしょう。
　こうした状況下で行われた今回の
金融商品取引法の改正は，民事効が
盛り込まれた点で，これまでの業法
規制の枠組みから大きく前進する画
期的なものでした。
　この点，取締法規である業法の違
反は，直ちに民事上の効力を否定す
るものではない，とするのが伝統的
な法解釈の態度でした。とはいえ，
近時，各種業法で，民事効を定める
例が増え始め，業法と民事効の関係
は次第に複雑なものになってきまし
た。そのような中，今回の改正法は，
無登録業者の行った売買をの効力を
包括的に否定することを規定したの
です。すなわち，この規定は，「証
券業を営むには登録を要する。」と
いう業法規制に反する未公開株等の
売買は，すべて民事効を否定すると
いうものですから，伝統的な法解釈
とは一線を画するものといえます。

　こうした法律案が出されるに至っ
たのは，やはり，前述のような悲惨
な現状を前にして，伝統的な法理論
では御しきれない問題について，現
実的にどう対応していくべきか，と
の現状認識があったからだと思われ
ます。
2　法案を支持する当連合会長声明
　11年３月11日，この改正に関する
法案が閣議決定された日に，当連合
会は会長声明を出し法案を支持しま
した。その趣旨は，「多大な被害を
生む業法違反の行為について，業法
によって取り締まることはもちろ
ん，さらに，無登録業者の行為が，
証券の価値に関する情報が不十分で
あることを利用して投資者の適切な
投資判断を誤らせ，不当な利益を得
る行為である蓋然性が高いことに鑑
み，民事上の効果も認めないとの国
家の強い意思を示すものである。」
というものです。本法案が，伝統的
な民法の解釈を踏み越え，業法違反
の行為に対する厳しい評価を加えた
点に，悲惨な未公開株等被害を撲滅
しようとの国の意思を読みとり，こ
れに対する大きな共感を寄せたもの
です。
　もっとも，現実の未公開株等商法
は，無登録業者による売買の例は激
減しており，その主流は，自社発行
型，特に，もっともらしい金融機関
を名乗る者からの得体の知れない
「高値で買い取る。」「その社債は信
用度が高い。」などの電話が先行し
た後に，発行会社から募集要項等が
送られてくる，「劇場型販売」に移
ってきています。この販売方法では，
被害者の購入動機形成に寄与した者
は，もっともらしい金融機関を名乗
る者ですが，その者は，所在が特定
出来ない上に，被害者との間に契約
関係が存在しません。そのため，現
実には今回の法案が適用され，契約
の効力が否定されることで被害救済
に結びつく場面は少なくなっていま
す。その意味では，法案は，直ちに，
現状の未公開株等全ての被害の救済

に直ちに役立つものではありませ
ん。
　にもかかわらず，当連合会が今回
の法案に対し，会長声明まで出して
賛成の意を示したのは，この法案が，
金融商品取引法のみならず，他の消
費者保護規定を持つ業法違反に対し
ても，横行する悪質業者への法的な
対応について，はじめてとなる１つ
の方向性を示したという点で，重要
な意味を持つと判断したからです。
3　この改正法の位置づけ
　今回の改正は，業法違反と民事効
という重要な問題提起をする極めて
意義深いものであると考えますが，
実は改正内容の全体を見た場合に
は，その位置づけは極めて複雑です。
　現在，わが国は，金融立国を目指
すとの長期的な目標の下，使いやす
い金融市場の構築に取り組んでお
り，そのためには可能な限り規制緩
和の必要性があるとの姿勢でいま
す。本法案は，全体として，そうし
た規制緩和の流れを示す改正を多数
盛り込んでおり，むしろ，未公開株
等に関する投資者被害の救済に対応
するための規定を置いたことは，本
法案の中では異色と言えるでしょ
う。とくに，投資運用業に関する規
制緩和は，「プロ等」と認定される
範囲を広げており，従来，当連合会
が被害拡大の危険性につき警鐘を鳴
らし続けてきた姿勢と相反する内容
になっています。従って，当連合会
が，本法案すべてに無条件で賛成出
来るか否かは議論を残していると言
えるでしょう。
　それでもなお，本改正で，はじめ
て業法違反の契約の民事効を否定す
る規定が置かれた点は，高く評価す
べきものと考えます。

金融・サービス部会
副委員長　大迫惠美子（東京）
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東京三弁護士会所属弁護士による
未公開株詐欺等一斉告発
1　告発状提出の報告
　2011年５月18日，東京弁護士会，
第一東京弁護士会，第二東京弁護士
会（以下，「東京三会」といいます。）
所属の弁護士34名が告発人となり，
警視庁に対し，未公開株・社債・外
国通貨を使った詐欺事件及び金融商
品取引法違反事件を告発する告発状
を，警視庁に提出しました（あくま
で東京三会所属の弁護士が告発人と
なったものであり，東京三会が告発
人になったものではありません。）。
　同告発状は，未公開株・社債・外
国通貨を使った詐欺を行った業者
を，刑法第246条第１項（詐欺罪），
金融商品取引法第197条の２第１号・
第207条第１項２号（有価証券届出
義務違反），同法第205条１号・第
207条１項６号（有価証券通知書提
出義務違反）及び同法第198条第１
号・第207条第１項６号（無登録営業）
で告発するものです。
2　告発の経緯
　近年，未公開株詐欺商法は増加の
一途を辿り，特に平成17年夏頃から
被害が急増し，また，株式転換社債
などを使った社債詐欺商法も増加し
ています。さらに，平成21年頃から，
イラク共和国通貨（イラクディナー
ル）やスーダン共和国通貨（スーダ
ンポンド）など我が国で換金性に乏
しい外国通貨を「値上がりする」な
どと勧誘し，実際の為替レートを遙
かに上回る値段で売りつける外国通
貨詐欺商法も発生し，10年３月頃か
らその被害は急増しています。
これら詐欺被害では，販売業者とは
別の業者を名乗る者が電話し「当社
が高値で買い取る。」などと言って
被害者に購入を煽る複数の関与者が
登場する場合が多く（いわゆる「劇
場犯罪型」），これが事件の解決を複
雑かつ困難にならしめる要因ともな
っています。
　警察庁，警視庁も含めた各都道府
県県警，金融庁，消費者庁，日本証
券業協会，国民生活センター，各消
費者センターなど関係各機関は注意
を呼びかける警告を広報しているも
のの，被害増加に歯止めはかかって
いないのが現状です。

　また，これらの被害は高齢者に多
く，劇場犯罪型のように関与者が複
数登場する場合や，勧誘者が行方不
明になることも多く，被害金額が高
額なのに，通常の民事的方法だけで
は有効な被害回復が出来ない状況に
あり，警察の取締が急務といえます。
そこで，これら未公開株・社債・外
国通貨を使った詐欺事件及び金融商
品取引法違反事件を東京三会で集計
し，警視庁に対し一斉告発を行いま
した。
　当初は３月下旬頃の告発を予定し
ていましたが，東日本大震災の影響
により，告発時期を遅らせ，５月18
日の告発となりました。
　告発はマスコミにも大いに注目を
集め，NHKなどでテレビ放映され，
新聞でも全国各誌に掲載されまし
た。
3　事件数，被告発者数，被害者数，
被害総額などのデータについて
　今回の告発のデータは，表の通り
です。
　「事件数」は，１人の被害者が１
販売業者から株券等を購入した場合
を１件と数えます（１人の被害者が
販売業者２社からそれぞれ株券等を
購入した場合は２件と数えます。ま
た，１販売業者による販売行為に株
券等の発行会社や劇場型のように複
数の関与者がいる場合でも１件と数
えます。）。
　「被告発人数」には，販売業者だ
けでなく，劇場型における関与者，
犯罪に関わっていると考えられる発
行会社も含まれます。「事件数」よ
りも「被告発人数」が多いのは，発
行会社や関与者も被告発人となって
いるからです。また，同一業者が別
の被害者に対して何件もの詐欺行為
を行っているため，「被告発人数」
よりも「詐欺」の件数が多くなって
います。
　「事件の種類」では，「通貨詐欺」
が他の事件と比較し少数（２件）で
すが，これは「通貨詐欺」の実際の
事件数が少ないからではなく，弁護
士への相談にまで至っていない被害
が多く埋もれていることが原因と見
るべきでしょう。

　「被害者年齢構成」では，被害者
74名中「70代」が32名と一番多く，
次いで「60代」（15名）「80代」（13名）
と続き（「60代」以上は61名），これ
らの犯罪では，高齢者が狙われ被害
者となっていることが分かります。
4　警視庁の対応
　今回の告発状が警察の新たな捜査
の端緒となり，また，既に開始され
ている捜査にとって有益な情報（告
発状では，被告発人の名称・住所だ
けでなく，振込先として利用された
口座も記載しています。）として役
立つことが期待されます。

未公開株等投資詐欺被害一斉告発資料
（東京三弁護士会合計）

平成23（2011）年５月18日

山内　隆（東京）
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リフォーム被害の予防と救済に関する意見書

1　はじめに～本意見書の背景
　古くからの消費者問題にリフォー
ム被害があります。近年では，阪神
淡路大震災から十年目の2005年に高
齢者等を標的にした悪質リフォーム
被害が社会問題になりました。点検
商法等の手法で地震被害などの不安
を煽り，無駄な契約を締結させる詐
欺的被害が多発しました。その後，
種々の取り組みが奏功して減少傾向
にありましたが，09年から再び増加
傾向に転じています。
　背景には，景気低迷に伴う新築着
工件数の落ち込みによる施工業者の
業態シフト，省エネや環境問題への
関心の向上による消費者ニーズの変
化，他業種からの市場参入など種々
の要素があるでしょうが，東日本大
震災も受け，今後，さらにリフォー
ム需要の高揚が予想されます。
　他方，住宅エコポイント等に見ら
れるように，国もリフォーム市場活
性化を景気浮揚策の重要な一方策と
捉え，「中古住宅・リフォームトー
タルプラン」の検討・策定を今春か
ら急ピッチで進めているところで
す。国交省の設置した「中古住宅・
リフォームトータルプラン検討会」
に，筆者も当委員会選出委員として
参加していますが，業界団体等の委
員が多く，消費者保護の視点の重要
性は，市場活性化という目的の前で，
必ずしも十分に認識されていないよ
うに思えます。
　そこで，土地・住宅部会から提案
した「リフォーム被害の予防と救済
に関する意見書」を，当委員会で議
論して頂き，2011年４月15日，当連
合会の意見書として発表しました。
2　本意見書の概要
　まず，この意見書では，既存建物
に改変を加える工事全般を「リフォ
ーム」と捉え，内外装・設備等の改
装や増築はもちろん，補強など性能
の向上を図る改修，建物の用途・機
能の変更を図る模様替え等をすべて
含むものと広く位置づけて，小規模
工事を口実に次々引き起こされるリ

フォーム被害に，例外なく法の網を
かけることを目指しました。
　意見書の前半では，リフォーム被
害の実態について，①前述のような
「詐欺的リフォーム」のほか，②補
強もせずに増築したり，耐震壁等の
重要な構造躯体を無配慮に撤去した
りする「破壊的リフォーム」や，③
代金や工事内容をめぐる契約トラブ
ルを実例とともに紹介しました。そ
して，このようなリフォーム被害の
発生原因の分析として，①リフォー
ム工事は新築に負けず劣らず技術や
知識を要するにもかかわらず，建設
業法の営業許可制が500万円未満の
工事のみを業とする者を適用除外と
しているため，悪質業者の参入が全
く放置されていること，②新築と異
なり建築確認検査制度の適用が非常
に曖昧であり，建築士による設計監
理も殆どなく，施工の第三者チェッ
クがないこと，③施主も新築ほどに
熟考していないこと，④事後的救済
の困難性・事前予防の重要性等を指
摘しました。
　意見書の後半では，被害の予防・
救済のための法的対策の必要性とし
て，次のような提言をしています。
⑴　建設業法改正により許可制の適
用除外を無くし，リフォーム業者全
般に営業許可制度を導入すべきこ
と。同法の営業許可により詐欺的業
者の無秩序な参入を規制すれば，技
術的担保なき業者を排除できます
し，消費者にとっても業者選定の際
の指標が得られます。
⑵　住宅リフォーム業者に対する行
為規制として，①不招請勧誘の禁止，
②契約前の見積書，契約時の契約書
及び変更時の変更書面の各作成・交
付を義務づけること。前述のように
リフォーム業者に建設業法が適用さ
れれば当然に書面作成・交付義務（同
法19条，20条）が及ぶことになりま
すが，この提言の肝は，行政取締に
とどまらず，義務違反に対する無条
件解除制度の新設といった消費者保
護のための片面的民事効を生じさせ

ることにまで踏み込んだ点にありま
す。
⑶　行政及び建築士による監視体制
を強化すべきこと。具体的には，①
行政による建築確認検査手続をリフ
ォーム工事にも厳格に適用すること
で監視を徹底すべきこと，②同様に，
建築士による設計監理も厳格に要求
して手抜きや破壊的リフォームを防
止すべきことです。
⑷　リフォーム被害の救済制度を十
全化すべきこと。具体的には，①リ
フォーム業者に対する，宅建業者に
準じた営業保証金の供託制度の導
入，または住宅瑕疵担保履行確保法
の適用拡充により賠償責任保険への
加入を義務づけること，②リフォー
ム工事が契約締結から給付完了まで
に時間的間隔が長いという特性に鑑
み，特商法上のクーリングオフ期間
の長期化の特則を設けるなど，消費
者保護の法制度を整備することで
す。
3　最後に
　リフォーム自体は決して敵視すべ
きものではなく，環境問題や社会資
本の有効活用等といった観点に立て
ば，消費者が安心して取引できる中
古住宅・リフォーム市場を整備する
必要性がますます高まると思われま
す。単なる景気対策や産業育成とし
てだけでなく，消費者保護をも重視
したプランでなければ「トータルプ
ラン」と呼べないはずです。消費者
保護の立場から意見を述べてゆく意
義は大きく，今夏のプラン策定に向
けて私達は声を上げてゆかなければ
なりません。

土地・住宅部会
神崎　哲（京都）
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　複数の消費者金融業者から借入れをしていた者の債務
整理にあたって，数社に対する少額請求を併合して地裁
に提訴した場合の管轄問題について，有意義な最高裁決
定を得ましたので報告します。
　本案は，１名の原告から，アイフル㈱外２社に対して，
それぞれ140万円を超えない過払金返還請求を，合算する
と140万円を超えたため，３件を併合して，いずれも土地
管轄のある名古屋地裁一宮支部に提訴したものです。こ
れに対して，アイフル㈱が管轄違いを理由に簡裁への移
送申立をして，受訴裁判所がこれに従う移送決定をした
ので，即時抗告，特別抗告及び許可抗告申立を行ったと
いう案件です。
　最高裁は，許可抗告を容れ，「（民事訴訟）法38条後段
の共同訴訟であって，いずれの共同訴訟人に係る部分も
受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて，法
７条ただし書により法９条の適用が排除されることはな
いというべきである。」と述べて，法９条による訴額の合
算を認め，本件訴訟は地裁の事物管轄に属するとして，
法令違反を理由に原決定・原々決定を取消し，簡裁への
移送を否定しました。本決定により，過払金返還請求事

件などにおいて，土地管轄が同じ簡裁事件の被告数社を
併合して，地裁へ提訴することが一般的に認められるよ
うになったと考えられます。
　ところで，本件と類似の事案において，簡裁への移送
決定を認めた最高裁決定が出され（最決平成22年３月23
日），以後これに沿った裁判例が続き，アイフル㈱の本件
移送申立や原決定にも引用されるようになっていました。
この平成22年の最高裁決定は，140万円を超える請求と超
えない請求とを併合して地裁に提訴した過払金返還請求
訴訟について，民事訴訟法38条後段の併合では，同法７
条ただし書により，併合による管轄権は認められないと
して，併合を認めなかった東京高裁決定（東高決平成21
年11月５日）を結論において是認していました。しかし，
「そもそも同じ土地管轄に属する少額請求について，併合
を認めないのはおかしい。裁判所に間違いがあれば，こ
れを正すのが弁護士の務めだ。」と考え，抗告に取り組む
こととしました。抗告した成果として，今回の最高裁決
定を得ることができ，少額の過払金返還請求をバラバラ
に分割提訴しなくてもよい便宜を獲得できました。

石川明子（愛知県）

１　高木ファンド事件とは
　高木証券株式会社は，大阪に本店を置き，関西地区・
中京地区・関東地区の支店網を持つ中堅規模の証券会社
（法令上は金融商品取引業者）です。2003年６月から，不
動産事業者株式会社レイコフ（本店大阪：自己破産済み）
が開発組成した「（愛称）レジデンシャルワン」という金
融商品につき，同社と提携した上，「高木居住用不動産フ
ァンド（略称高木ファンド）」とも呼称して，その一手販
売を全国展開しました（07年12月号を最後に組成も販売
も中止済み）。この金融商品（みなし有価証券）の特徴は
次の諸点にありました：①一般投資家から１口100万円で
受入れた（いわば）「出資金」に，その２～３倍に当る銀
行からの「借入金」を加えて投資総額を大きく増額する，
②その投資総額で大都市圏内の居住用賃貸マンションを
複数棟購入し，３年間，その賃料収入を購入者である一
般投資家に「分配金」として配当する，③３年後には，
そのマンションを売却して，売得金を以って，元本償還
を行う，④その際に，まず銀行借入金を返済し，その残
余金を一般投資家への償還に当てる（銀行返済優先・投
資家償還劣後）。この仕組みのため，対象不動産が売却時
に（購入時より）値下がりしていた場合，その値下がり
比率の２～３倍もの割合で，償還金額に大きな元本割れ
が生じるという投資リスク（レバレッジリスク）を内在
させていました。しかし，高木証券では，そのレバレッ
ジリスクを説明することなく，顧客投資家に「レジデン
シャルワン」を販売したため，08年初夏頃の償還分から，

実際に「大きな元本割れ」（実質ゼロ償還も）が生じ，多
くの被害者が生み出されました。
２　大阪第２次訴訟判決への道のり
　大阪地区で08年12月に大阪第１次訴訟が提起されまし
た。その後，関東地区の被害者も顕在化し，各地弁護士
が共同で金融庁（証券取引監視委）に調査実施と行政処
分を求める申立てを行いました。金融庁（近畿財務局）は，
10年６月25日に，レバレッジリスクを説明することなく
一斉販売していたこと等を認定し，業務停止処分を行い
ました。民事訴訟にあっては，平成22年10月28日に第１
次訴訟の判決（被害者勝訴），次いで，今回，平成23年４
月28日に標記第２次訴訟の判決に至ったものです（被害
者勝訴）。
３　判決の内容と問題点
　今回の判決は，レバレッジリスクは投資判断にとって
「決定的な重要事項」とした上で，その説明義務違反を認
めました。その一方で，原告側が，レジデンシャルワン
は一般消費者向け金融商品としては「商品適合性」を欠
いていること，個別原告との関係で「顧客適合性」を欠
いていることを主張したのについては，これを認めませ
んでした。また，説明義務違反の違法勧誘が「会社ぐるみ」
であるにもかかわらず（更には目論見書にレバレッジリ
スクの記載が欠けている），３割もの過失相殺を行ったこ
とも問題です。弁護団は，今後，この判決の問題点の解
消を目指して進む予定です。

三木俊博（大阪）

事件情報
土地管轄が同一の過払金返還請求事件を併合提訴した場合の事物管轄に関する決定
最高裁判所平成23年５月18日決定（確定・裁判所HP）愛知

高木ファンド事件大阪第２次訴訟判決
大阪地裁・平成23年４月28日判決（双方控訴）大阪
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　この号が出るころには、本年の日弁連夏期セミ
ナーが既に開催されているものと思います。
　夏期セミナーといえば、昨年は奈良で行われ、
私も会場発言をさせていただいたのですが、セミ
ナーの翌日、奈良駅から伊丹空港に向かうバスの
待合いで、津谷裕貴前委員長と二人きりになり、
津谷前委員長から「熊本は消費者問題頑張ってい
るね。」とお声をかけていただきました。熊本の

会員数や消費者問題への取り組みなどについてお
話ししました。会話の最後に、「これからもお互
いに情報交換していきましょうね。」と新参者の
私に対等にお話をしていただいたのを覚えていま
す。12月のニュース・出版部会の忘年会にも津
谷前委員長にお越しいただき、いろいろ教えてい
ただきたかったのですが、それが、津谷前委員長
と直接会話した最初で最後の機会となってしまい

ました。本年３月には東日本大震災という未曾有
の大災害が発生しました。いろいろ考えた結果、
残された私たちは、なすべき事をするしかない、
それが私たちの使命だ、という結論に至りました。
ただ、どんなことがあっても、毎年夏はやってき
ます。今年の夏も暑くなりそうです。

原　　彰宏（熊本県）

編 ■ 集 ■ 後 ■ 記 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

文献紹介 消費者事件実務マニュアル－被害救済の実務と書式－
　本書は，「消費者事件実務」について，主として「消費者被害
救済の立場」から作成したものです。第１編は「被害類型別救済
の実務」として，住宅リフォームや未公開株被害などの被害類型
ごとに，被害の概要，適用法令，参考判例，参考文献をまとめ，
第２編は「被害救済のための手続」として，移送，証拠保全，文
書提出命令などの諸手続のほか，仮差押え，差押え，債権者破産
申立，役員等の責任追及，詐害行為取消，法人格否認など，回収
場面を念頭に置いた構成になっており，いずれも書式例を豊富に
掲載しています。

　その他，特商法，割販法，商品先物取引法
などの最近の法改正に対応したほか，400件
近い参考判例を引用するなど，「実務で使え
る本」を目指したものです。

A5判　464頁／3885円（税込）
福岡県弁護士会消費者委員会編
〈問合わせ〉株式会社民事法研究会
　　　　　　（TEL03-5798-7257）

（「消費者問題ニュース」は再生紙を使用して作成しています。）

催 事 第44回　全国証券問題研究会・札幌大会

主な内容　充実した内容の入門講座があると共に，証券取引から金融デリバティブ取引まで各種金融商品取引被害救済に役立つ実践的且つ理論
的なプログラムを多数準備致しております。多数のご参会をお待ちしております。なお，本研究会の参加資格は，個人投資家側で証券取引被害
事件，金融商品取引被害事件を担当する弁護士等に限定させて頂いております。

文献紹介 事例にみる消費者契約法における不当条項
　本書は，主として，①消費者契約法上の不当条項に該当するか
が問題となった裁判例（57件），②消費者団体訴訟制度上の差止
訴訟の裁判例（４件），③同制度に基づく和解や裁判外での交渉
による契約条項の改善事例（10件），④売買，賃貸借等契約類型
ごとの裁判例の傾向等について解説したもので，敷引特約最高裁
判決（最高裁平成23年３月24日判決）までの最新判例をフォロ
ーしています。
　契約条項の有効性の判断の指針として消費者契約問題に関わる
実務家や消費生活相談員，事業者が簡便に事例を参照できること
を目的としており，事件において問題となった契約条項をできる

限り正確に再現しています。また，消費者団
体訴訟制度における適格団体と事業者との実
際の交渉過程について多数の事例を掲載して
おり，同制度に係わる方々の参考になると思
われます。

A5判　424頁／4410円（税込）
坂東俊矢，五條操編著
〈問合わせ〉新日本法規出版株式会社
　　　　　　（TEL0120-089-339）

催 事 シンポジウム「表示規制強化を通じた消費者被害の事前抑止」（仮称）
～消費者取引各分野の表示規制の横断的分析と強化の方策について～

　消費者は契約締結に先立ち，商品・役務等について客観的に正しい情報を解りやすい形で提供される必要があり，このような表示規制を充実・
強化させることは，詐欺的悪質商法の被害を事前に水際で抑止することに繋がると考えられます。本シンポでは，特商法，景表法等の一般的規
制の外，商品分野毎の個別業法規制を横断的に分析し，様々な分野における表示規制の現状をふまえて，その問題点を各分野の専門家に伺いな
がら概観し，①事前の行政規制，②消費者団体訴訟，③民事訴訟等による個別救済，④違法収益剥奪，⑤事業者団体の自主規制等，多角的な視
点から，表示規制のあり方について，考えを深めたいと思います。是非，ご参加ください。

日　時：2011年12月３日㈯　午後１時～４時（または４時半頃）
場　所：日弁連会館17階
問合先：日弁連人権第二課（TEL：03-3580-9910）

日　時：平成23年９月２日㈮　10時～17時30分，３日㈯　９時～12時
場　所：ACU（札幌市中央区北４西５ アスティ45（札幌駅直結）16Ｆ）
問合先：弁護士　野澤健　洛新法律事務所　TEL　075－231－1106

文献・催事紹介文献・催事紹介
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