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シンポジウム

シンポジウム 「内部告発者は守られるか～公益通報者

保護法施行から６年の実情と問題点をさぐる～」
1 公益通報者保護法施行６年の問
題点
2012年５月11日㈮弁護士会館で，
標記シンポジウムが開催されまし
た。2004年６月に公益通報者保護法
が制定され，2006年４月から施行さ
れましたが，同法附則第２条に「施
行後５年を目処に施行状況について
検討を加え，必要な措置を講じる」
と規定されています。そこで，内閣
府消費者委員会において公益通報者
保護専門調査会が設置され，2011年
２月に同法施行状況の検討結果がと
りまとめられましたが，法改正につ
いて積極意見と消極意見の両論を併
記し，法改正を検討するための立法
事実の調査を求める内容に留まりま
した。
2 基調報告
武井共夫当連合会副会長による開
会挨拶のあと，前記専門調査会の委
員でもあった山本雄大会員（大阪）
から，法施行後，公益通報によって
明らかとなった不祥事例や判例とと

もに，専門調査会での議論状況や消
費者委員会，当連合会の意見につい
て紹介がありました。引き続き，自
治労共済事件の原告ご本人から，公
益通報した際の自治労共済や厚労省
の対応について生々しいお話をして
いただきました。さらに，海渡雄一
会員（第二東京）から，原子力の安
全性に関する内部告発が非常に多
く，また重要な指摘がなされたケー
スも多いこと，公益通報者保護法に
先立ち原子炉等規制法で内部告発者
を保護する制度が制定されていた
が，残念ながら保護には役立ってい
ないこと等の実情が報告されまし
た。国立国会図書館参事の白井京氏
からは，韓国の公共部門での内部告
発者保護を規定した腐敗防止法と，
民間部門に関して2011年３月に制定
された公益通報者保護法が紹介され
ました。
3 パネルディスカッション
山本，海渡両会員に加え，東京三
会公益通報者保護特別委員会協議会
議長光前幸一会員
（東京），元消費者
庁企画課で公益通
報者保護法を担当
した日野勝吾氏，
現消費者庁消費者
制度課長の堀井奈
津子氏にパネル
ディスカッション
に参加いただき，
コーディネーター
である中村雅人会
員（東京）の進行
で活発な議論が行
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われました。行政機関への通報につ
いて，行政機関の調査能力に問題が
あることや，行政機関側の義務の強
化の必要性等の問題点・改善策が示
され，また，監督権限ある行政機関
への通報は構造的に問題があるので
別に窓口を作るべき，との指摘があ
りました。保護対象を労働者に限定
していることについては，専門調査
会での議論が紹介されたうえ，単な
る労働者保護法ではなく，違法行為
の是正を進める制度として通報者の
範囲を広げることが重要である，と
の意見が示されたほか，条文が分か
りにくいなど現行法の問題点も指摘
されました。
4 今後の取組
当連合会は，公益通報者保護法の
立法時にも問題点を指摘し，また，
専門調査会による検討結果のとりま
とめ時にも現行法の改正案を示して
いるところですが，今回のシンポジ
ウムでも行政機関への通報等の問題
点が明らかになりました。消費者庁
では，専門調査会のとりまとめを踏
まえ，公益通報の実態についての調
査を行う予定とのことですが，現行
法の問題点を早急に整理して法改正
に向けての取組みを進めるべきで
す。なお，当委員会では『通報者の
ための公益通報者保護・救済の手引
第２版』（民事法研究会）を刊行し
ましたので，こちらも是非ご一読く
ださい。
PL・情報公開部会

日髙清司（大阪）
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シンポジウム

シンポジウム 「広がれ，消費者市民教育！

～消費者教育推進法が成立して，教育現場はどう変わる？」
1

シンポジウムの概要
当連合会が今日まで必要性を訴え
てきた消費者教育推進法が，2012年
６月20日，参議院で可決され衆議院
に送付されて今国会で成立する見込
みとなりました。
当連合会は，これに先立ち2012年
５月26日，弁護士会館クレオにおい
て，標記シンポジウムを開催し，当
日は約120名の方に御参加いただき
ました。
シンポジウムは，講演，事例報告，
パネルディスカッションの３部構成
で，
池本誠司当委員会委員長（埼玉）
の開会あいさつ，鎌田健司会員（仙
台）から趣旨説明がなされました。
2 講演
西村隆男横浜国立大学教授は，消
費者教育推進法が，消費に関する実
践的な能力の育成，世界的な課題と
なっている持続可能な消費の実現，
学校教育における消費者教育の推進
などを通じて，よりよい社会を作る
ための礎となるものであることを強
調しました。
内閣府消費者委員会委員長である
河上正二東京大学教授からは，市場
にひそむ危険を回避する知恵を育む

消費者教育は教育そのものともいえ
るが，一方では，消費者市民教育に
は一定の方向に国家が国民を誘導す
ることにつながる危惧があり，また
自己責任の強調という方向につなが
らないかという危惧もある，という
問題提起がありました。
筆者は，消費者が社会的公正や持
続可能性に配慮しつつ経済社会を動
かす心臓の役割を果たす消費者市民
社会の意義を強調し，推進法案の中
にその考え方が盛り込まれており，
特に地方で推進組織や推進計画を作
る中で地域に必要な消費者教育を考
えることが大切であると指摘しまし
た。
3 事例報告
東京都立忍岡高校の荒井きよみ教
諭から，高校１年生の家庭基礎の授
業「お金の使い方で世界を変える」
の報告がありました。フェアトレー
ドチョコを使ったケーキ作り実習等
の実践の教訓として，消費者として
の価値観の形成のため，身近な素材
を取り上げること，みんなで議論し
体験を共有する機会を設けること，
科学的，歴史的な視点など多角的な
視点を提示し，生活主体としての自
覚につなげることが大切であると指
摘されました。
川口市立戸塚南小学校の菊次哲也
教諭からは，子どもたち自身がエコ
な商品を開発し「エコチケット」を
通貨代わりとして商品を販売する
「エコマーケット」の取組みや，東
日本大震災の被災者支援などに，子
どもたちがとても積極的に取り組ん
だことが報告されました。

岐阜市立長良東小学校の伊東智裕
教諭からは，風評被害問題の解決に
ついて保護者も参加して考える授業
に取り組んだ経験が報告されまし
た。当初は国や専門家が対応すべき
だという反応が強かった子どもたち
が，食品の安全性を確認しながら生
産に取り組む事業者からの手紙を読
んで，消費者側も正確な情報を得る
努力をせねばという主体的な態度に
変わったとのことでした。
4 パネルディスカッション
その後，東珠実椙山女学園大学教
授，山根香織主婦連合会会長，筆者
をパネリスト，武田香織会員（東京）
をコーディネーターとして，パネル
ディスカッションが行われ，消費者
市民社会はどのような社会か，自己
責任につながらないのか，などの消
費者市民社会に関する様々な論点
や，消費者教育推進法の影響，消費
者市民教育の具体的な取り組み方に
ついて，様々な角度から検討がなさ
れました。
5 今後に向けて
本シンポジウム実行委員会委員長
である中村新造会員（第二東京）か
らの「今日のシンポジウムが今後消
費者市民教育について議論を広げる
きっかけになれば」とのあいさつで
閉会しました。
消費者教育推進法が制定されよう
としているときに，具体的実践例を
踏まえて同法が掲げる消費者市民教
育の可能性と課題について議論がで
きた点で，大変重要な意味をもつシ
ンポジウムとなりました。当連合会
では，本シンポジウムの報告書を作
成してホームページに掲載する予定
です。ご活用いただければ幸いです。
消費者教育・ネットワーク部会

島田広（福井）
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商品先物取引についての不招請勧誘規制の
維持を求める意見書
1 2011年 施 行 の 商 品 先 物 取 引
法による規制
2011年１月１日に施行された商品
先物取引法では，「商品先物取引」
分野全般の規制が強化され，「取引
証拠金等の額を上回る損失が生ずる
こととなるおそれのある取引」に関
しては不招請勧誘禁止の措置を導入
することになりました。これにより，
不招請勧誘禁止の対象は，従来から
規制の対象とされていた①店頭デリ
バティブ取引（それまで被害多数で
あったロコ・ロンドン金取引，貴金
属スポット取引，CFD取引などが
含まれる）
，②海外商品先物取引，
③海外商品先物オプション取引，に
加えて新たに④スマートCX取引（初
期投資金額以上の損失が発生しない
ように設定された取引）を除く国内
公設商品先物取引が加えられ，商品
先物取引分野全般に及ぶこととなり
ました。
2 「平成24年度産業構造審議会
商品先物取引分科会」における議
論
しかし，今年度の産業構造審議会
商品先物取引分科会において，「商
品先物取引の活性化を図るために」
とする議論の中で，業者団体からは
「国内公設商品先物取引に限っては，
不招請勧誘禁止の撤廃」を求める意
見が相次ぎました。
また，現在，金融商品取引所との
合併をはかる総合取引所構想が現実
化する様相を示していますが，そう
なった場合には，一部の金融商品を
除いてほとんど不招請勧誘規制を導
入していない金融商品取引業者に対
する規制と整合性を持たせる必要が
あるとの意見も続出しています。こ
うした産業構造審議会の議論を見据
え，当連合会は2012年４月11日付け
で，標記の意見書を出すに至りまし
た。
3 不招請勧誘禁止が導入された背
景
不招請勧誘禁止とは，業者は望ん
でもいない対象者に対し，積極的に
自分から接近して勧誘することは許

されないとする規制です。業者から
すると営業手段の厳しい制限となる
ため，死活問題にもつながる重大な
規制です。そのため，不招請勧誘禁止
の議論では，憲法上保障された営業
の自由に対する重大な侵害という反
論が必ず業者団体等から出されます。
それにもかかわらず，商品先物取
引の分野で不招請勧誘が禁止された
のは，過去に不招請勧誘に基づいて
重大な被害が多発していた事実が
あったためです。国内公設商品先物
取引の世界では，1970年代から，先
物取引の知識・経験の全くない個人
の委託者に執拗な不招請勧誘を行
い，「先物取引は非常に儲かるもの」
との偏った認識を植え込んで取引に
引きずり込み，当該委託者の全財産
を最後の最後まで絞り尽くすよう
な，極めて苛烈な営業活動が活発に
行われ始め，その後このような営業
方法が主流となって2006年頃まで続
きました。
4 不招請勧誘規制の撤廃の反対と
これを維持すべき必要性
本来，プロを対象とすべき専門的
な商品市場に，大衆の資金を無理に
でも投入させようとすれば，それま
で知識も関心もない者に業者の側か
ら接近していく以外方法がありませ
ん。不招請勧誘は，知識経験のない
一般消費者が先物取引の入り口に近
づくほとんど唯一の道ですから，被
害根絶のためには，この道をふさぐ
必要があります。
そこで，意見書ではこうした背景
も踏まえ，①不招請勧誘規制が「被
害の撲滅を図る」必要性の基に行わ
れているのであって，単なる苦情件
数の減少は規制撤廃の理由にはなら
ないこと，②かつての深刻かつ悲惨
な被害の発生は，商品取引業者の営
業手法によるもので，取引所取引で
ある国内公設商品先物取引の場合も
例外ではなかったことからすれば，
取引所取引は透明・公正であるから
規制は不要であるとの指摘は理由に
ならないこと，③これらの被害は商
品先物取引業者の悪質な営業行為に
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よるところが大きく，これが無く
なったといえる状況が確認されない
限り，金融商品取引業者との整合性
を論じる意味がないこと，④不招請
勧誘規制導入以降も外国為替証拠金
取引の取引高が増大していることか
らすれば，規制の存在が市場の活性
化を阻害するとはいえないこと，⑤
不招請勧誘規制導入以降も規制を潜
脱して専門知識のない一般消費者に
被害を負わせた事例が何件も判明し
ていること，などを列挙して不招請
勧誘規制の撤廃に断固反対して，こ
れを維持するよう主張しています。
5 不招請勧誘禁止の維持に向けて
上述のように，不招請勧誘禁止は，
業者にとってはこれまで主流であっ
た営業手段を奪われることであるた
め，大きな痛手を被ることになりま
した。先の産業構造審議会で業者側
から次々出された不招請勧誘禁止撤
廃の意見は，こうした事情によるも
のです。
今のところ経済産業省・農林水産
省では，2011年に導入したばかりの
規制を，直ちに撤廃する考えはない
ようですが，商品先物業界全体の地
盤沈下が懸念され，業者の疲弊が言
われる中で，いつ，再び不招請勧誘
禁止を撤廃しようという議論が盛り
上がらないとも限りません。特に，
実際に総合取引所構想が動き出す際
には，業者資格の統一，規制の一元
化という問題を避けて通ることは不
可能と思われます。
そうした中，過去の重大な被害に
ついて思いを至して，こうした被害
を生んだ商品先物取引業者の体質や
販売方法の変化の有無，他の規制の
充実度等を総合的に監視し，十分な
手当てがされていないと判断すると
きには，安易に撤廃を許すべきでは
ありません。商品先物取引における
不招請勧誘禁止の維持には，今後，
一層力を入れて取り組む必要がある
ものと思われます。
金融サービス部会

大迫惠美子（東京）
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リポート

連鎖販売取引に関する法規制の強化を求める意見書
～マルチ取引被害について一層の対策強化を！
1

トラブルの多発
連鎖販売取引は，マルチ（正式に
はマルチレベル・マーケティング）
とも呼ばれており，ネットワークビ
ジネスや紹介ビジネスといった名称
が使われることもあります。一般的
には，商品等を購入する消費者が，
販売員にもなって他者を勧誘し，勧
誘された者が商品等を購入すると報
酬（リクルート利益）が得られると
いうものです。
わが国では，1976年の訪問販売等
に関する法律の制定当時から，トラ
ブルが多発する取引形態として連鎖
販売取引の規定が設けられ，その後，
マルチまがい商法の出現などに対応
すべく適用要件の拡大や法規制強化
のための法改正が繰り返されてきま
した。
しかし，各地の消費生活センター
に寄せられたマルチ取引に関する相
談は，2010年度で１万1623件となっ
ています。先般，消費者庁は，若年
層を中心に多くの相談が寄せられて
いるとして，
「いわゆるマルチ取引
の被害に遭わないための５つのポイ
ント」を公表し，①契約の意思がな
ければ毅然として断ること，②十分
なお金がないのに安易に契約しない
こと，③商品の取引のほかに投資勧
誘を受けることもあるが安易に信用
しないこと，④若年層や高齢者は誰
にも相談できずにいる場合もあるの
で，周りの人が不審を感じたときは
トラブルを抱えている人を救う努力
をすること，⑤不安があれば各地の
消費生活センターに相談すること，
を呼びかけています（2012年４月17
日付けニュースリリース）。
2 近時の傾向
近時の事例として，金融商品の取
引にマルチ型勧誘システムを展開す
るケースや，商品等の代金支払いに
クレジットではなく，銀行や消費者
金融からの借入金を利用させて代金
を支払わせるケースが目立っていま
す。また，
「年収○万円が可能」，
「私
は×万円の収入を得ています」と
いった謳い文句で勧誘されて取引し
たところ，実際にはそうした収入を
4

得ることは到底できないといったト
ラブルも，依然として多く見られま
す。
連鎖販売取引は，いったん営業活
動が広がり始めると破たんに至るま
では被害が潜在化しやすく，破たん
後は被害救済が困難となる特徴があ
りますので，問題の大きい行為は禁
止したり，組織の状況をきちんと開
示させるといったように，早い段階
での規制を一層強化する必要があり
ます。
3 意見書のポイント
そこで，当連合会は，2012年４月
13日，標記の意見書を取りまとめま
した。主な内容は次のとおりで，⑴
～⑸は特定商取引法の改正を求める
ものです。
⑴ 金融商品取引・商品預託取引に
関する連鎖販売取引も，特定商取
引法の規制対象となる旨を明確に
すること。近時は，ワールドオー
シャンファーム，近未来通信など，
この種の取引にマルチ型勧誘シス
テムを用いて大規模被害を発生さ
せる事例が生じており，連鎖販売
取引の面からも規制を強化する必
要があります。
⑵ 連鎖販売取引における特定負担
の支払方法につき，借入金による
又はクレジットを利用する契約の
締結についての勧誘を禁止するこ
と。特定利益が得られるという射
幸心をあおって借入金等による連
鎖販売取引に誘引する行為は，期
待した利益が得られない場合のリ
スクも大きく，適合性原則違反・
公序良俗違反のおそれがあり，そ
もそも禁止すべきです。
⑶ 連鎖販売取引の概要書面（特定
商取引法第37条１項）及び契約書
面（同条第２項）につき，①直近
の会計年度における入会者数・退
会者数・期末の会員数，②直近の
会計年度において連鎖販売加入者
が収受した特定利益（年収）の平
均金額，を記載事項として追加す
ること。これは言うまでもなく，
特定利益について根拠のない金額
を告げるなどの不当な勧誘を防止

し，取引をしようとする者が特定
利益に関する十分な情報のもとに
契約の締結やクーリング・オフの
行使を判断することができるよう
にするためです。
⑷ 連鎖販売契約のクーリング・オ
フ又は取消によって生ずる当該商
品の販売を行った者の債務につい
て，中途解約の場合（特定商取引
法第40条の２第５項）と同様に，
統括者の連帯責任の規定を設ける
こと。
⑸ 特定商取引法第40条の３第１項
ただし書き，すなわち連鎖販売契
約の取消しについて，当該連鎖販
売契約の相手方が同契約締結の当
時，勧誘をする者が不実告知等の
行為をした事実を知らなかったと
きは取消しができない旨の規定を
削除すること。
⑹ 加えて，連鎖販売取引の中でも，
先順位者が順次，後順位者の出捐
する金品から利益を受けることを
内容とすることでピラミッド式に
加入者を増加させる組織（ピラ
ミッド型連鎖販売組織）について
は，射幸性や破たん必至性が特に
強いことや，過去の裁判例におい
ても無限連鎖講に該当するものと
認定された事例があることから，
特定商取引法の改正又は無限連鎖
講防止法の規定の明確化によって
全面的に禁止するよう検討すべき
こと。
4 今後の取り組み
消費者基本計画（2010年３月30日
閣議決定，2011年７月８日一部改定）
でも，「いわゆるマルチ取引に関す
る苦情相談の実態を踏まえ効果的な
対応策について検討します」とされ
ています。今回の意見書は，この方
向性を示したものでもあり，法改正
の実現に向けた取組みを進めていき
たいと思います。
統一消費者信用法部会

道尻豊（札幌）

日弁連 消費者問題ニュース149号（2012年８月）
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特定商取引に関する法律の改正を求める
意見書
1

はじめに
そこで，意見書では，特商法２条
4 特定継続的役務提供取引の政令
当連合会は，2012年５月１日付け
４項の「指定権利」について，①「施
指定役務の拡大
で，
「特定商取引に関する法律の改
設を利用し又は役務の提供を受ける
特商法は，特定継続的役務提供に
正を求める意見書」（以下「意見書」 権利のうち国民の日常生活に係る取
ついては指定役務制を維持してお
と言う。
）を採択いたしました。こ
引において販売されるもの」という
り，規制対象となる取引を，「エス
の意見書は，特定商取引に関する法
限定をなくすとともに，②適用され
テティック」
「外国語会話」
「学習塾」
律（特商法）の脱法的取引による被
る権利を政令で定めるという規定方
「家庭教師」「パソコン教室」「結婚
害の予防と救済を図るために，特商
法を速やかに廃止する措置をとるべ
相手紹介サービス」の６つに限定し
法及び同法施行令の適用範囲の拡大
きことを提言しています。
ています。
を求めるもので，主な内容は以下の
3 「商品・権利の販売」「有償の役
上記の６業種以外の取引に関して
通りです。
務提供」以外の取引類型による被
は，クーリング・オフや中途解約権
2 特商法の適用対象外の「権利」
害への対応
等の特商法による保護が受けられな
取引による被害への対応について
特商法は，訪問販売，通信販売， いことから，多くのトラブルが発生
特商法は，従来，訪問販売等の規
電話勧誘販売の規制対象となる取引
しています。例えば，規制対象外の
制対象となる商品，役務，権利の取
を，事業者の行う「商品若しくは指
「各種の資格講座」や「受験予備校」
引については，政令指定制度を採用
定権利の販売又は役務を有償で提供
「自己啓発セミナー」（いわゆる「就
していましたが，規制の隙間をねら
する契約」と定義し，対象範囲を売
活セミナー」
「婚活セミナー」を含む）
う悪質業者が後を絶たなかったこと
買契約（販売）又は有償の役務提供
などについては，「中途解約を申し
から，2008年の法改正により，商品
契約に限定しています。その結果，
出たが認められない」「中途解約の
と役務については政令指定制度が廃
同法の文言を形式的に解釈すると， 場合に多額の解約料を請求された」
止されました。ところが，権利につ
事業者が商品等を買い取る場合（以
などの相談が各地の消費生活セン
いては，政令指定制度が維持され，
下「買取取引」と言う。）や商品等
ター等に寄せられています。
規制範囲の拡大は見送られました。 と物の交換の場合（以下「交換取引」
特商法が，特定継続的役務を規制
そのため，
現行特商法は「指定権利」 と言う。）には，特商法が適用され
対象とするのは，役務提供を受けて
の定義について，旧法と同じような
ないことになっています。
みなければ，それが消費者の目的に
限定を付しており（２条４項），政
しかし，近時，「買取取引」「交換
かなう効果があるかがわからないこ
令で指定されている権利は，「保養
取引」の被害が増えています。具体
となどの理由から，一旦契約をして
のための施設またはスポーツ施設を
的には，高齢者を中心とした消費者
もその後に消費者に解約をする自由
利用する権利」等３類型に止まって
の自宅を突然訪問し，執拗，強引に
を認める必要性が高く，そのような
います。
貴金属や呉服等の売り渡しを迫る等
場合に消費者が不当な損失を被らな
ところが，近時，特商法の適用対
の「買取商法」と呼ばれる取引や，
いようなルールを定める必要が大き
象外の権利を勧誘・販売の対象とす
イラク・ディナールやスーダン・ポ
いためです。そこで，意見書では，
る消費者トラブル（例えば，①開設
ンド等の換金困難であり事実上無価
現在規制の対象とされている６つの
の予定がないのに「老人ホームを開
値の外国通貨を，電話等で「必ず儲
指定役務以外でも，特定継続的役務
設する」として電話で有料老人ホー
かる」などと言って「販売」する交
提供に対する規制の趣旨が妥当し，
ム利用権・入居権の購入を勧誘する
換取引が目立っています。
実際に被害が多発しているものにつ
等の被害，②「水を保全する権利を
そこで，このような被害をも広く
いては，政令により追加の指定を行
買ってほしい」等の水の権利（水資
取り込むべく，意見書では，外国通
うべきことを提言しています。
源開発の譲渡担保権等）に関する被
貨との交換（両替）などについては，
5 結び
害等）が多数報告されるようになり
特商法２条を改正し，訪問販売，通
本意見書は，2012年５月８日付け
ました。このような各種権利に関す
信販売，電話勧誘販売の適用対象を，
で消費者庁長官及び内閣府消費者委
る被害が拡大しているのは，商品及 「販売」「役務を有償で提供」に加え
員長宛てに執行されました。今後は，
び役務に関する規制が強化されたた
て，「その他一切の有償取引」と改
意見書で求めた改正が早期に実現さ
めに，業者が，特商法の適用対象外
めることを提言しております。また，
れるよう，関係各機関に対し，継続
の権利の販売に狙いをつけたからと
買取取引については，特商法の新た
して働きかけを実施する方針です。
考えられます（こうした「権利」で
な（第７の）取引類型と位置づけ，
あっても，役務の提供者自身が販売
訪問販売等に準じた規制を行うとと
統一消費者信用法部会
する場合であれば，「役務の提供」 もに，買取取引の特殊性に鑑み，当
小野寺友宏（仙台）
に当たるとして特商法の適用対象と
該取引に特有の規制を行うことを提
する余地はあります。）。
言しております。
日弁連 消費者問題ニュース149号（2012年８月）
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地方消費者行政の持続的強化に向けて
1

日弁連意見書を採択

性化交付金は，消費者行政の推進に

の重点施策として地方消費者行政の

地方消費者行政活性化基金が今年

使途を特定して交付されたことに

最低限の水準の確保に取り組むこと

度で終了し，来年度以降の地方自治

よって，地方自治体の消費生活相談

が必要です。

体の消費者行政はどうなるのか，各

体制の整備等に利用されています。

地の消費者行政関係者から不安の声

とはいえ，相談窓口の整備はまだま

11月17日の理事会において，活性化

が聞かれます。

だ始まったばかりで地域格差も顕著

交付金の継続を提言しています。

ちなみに，全国市長会は，2011年

日弁連では，2012年６月14日，
「地

です。しかも，期間限定の財政支援

さらに，消費者行政は，地域住民

方消費者行政の持続的強化を求める

であるため，相談員の増員など将来

の被害の防止・救済という点で自治

意見書」を採択し公表しました。当

に財政負担を残すような体制整備に

事務の性格を持ちますが，多くの事

委員会では，この意見書に基づいて

は，十分利用されていないのが実情

業活動は自治体の境界を超えた広域

政府や国会の関係先に働きかけを展

です。

的・全国的な活動です。したがって，

開します。
2

国の財政支援策を検証

したがって，このまま活性化基金

地方の相談窓口に寄せられた被害情

による国の財政支援が打ち切りとな

報を集約して国が違法・危険な事業

意見書では，この３年間に国が講

ると，せっかく動き始めた地方自治

活動を規制することは，性質上も国

じた財政支援策を検証・評価しまし

体の消費者行政強化の流れが，再び

の事務だといえます。そうであれば，

た。

後退することになりかねません。そ

地方自治体の被害情報を国に集約す

第１に，
「地方交付税」の消費者

のことを示すデータとして，国の財

る事務は国が費用負担すべきです。

行政関連の基準財政需要額につき，

政支援策とは連動しない地方自治体

4

従来の90億円を2009年度から180億

の消費者行政担当職員数の推移をみ

以上のような分析を踏まえ，国に

円に倍増し，さらに2011年度から

ると，2009年度から2010年度の３年

対し，①活性化交付金と同様の特定

225億円に増額されましたが，実際

間に22％減少（同じ間に一般行政職

財源を，現在よりも使途の裁量を広

には，地方自治体の消費者行政の自

員は７％減）しており，地方自治体

げて，今後相当年数延長すること，

主財源（活性化基金を除く。）の増

では消費者行政強化の政策判断が浸

②相談情報の入力業務に要する人件

額分は，2008年度と比較して24億円

透していないことを顕著に示してい

費や重大事故情報の通知を行う人件

増額にとどまり，2011年度は減少に

ます。

費などは，国が恒久的に負担するこ

転じています。つまり，使途が自由

3 地方分権改革と消費者行政の強

と，③地方の消費生活相談業務を支

国への要望と今後の取組み

な地方交付税の算定基準を増額して

化

援する国民生活センターの機能と体

も，地方自治体の政策判断が転換さ

消費者庁長官は，地方分権改革の

制を強化することを要望しました。

れていない現状では，消費者行政に

時代だから特定政策に向けた財政措

回っていないのが実態です。

置は適切でない，地方自治体の自主

国に対して継続的な財政支援を要請

第２に，2010年12月に交付された

地方消費者行政の強化の課題は，

的判断によって消費者行政に活用さ

することも必要ですが，他方で，各

「住民生活に光を注ぐ交付金」が，

れるような取組みが重要であると述

弁護士会において，地元自治体に対

地方消費者行政や自殺・DV対策や

べて，活性化交付金の延長には消極

し，消費者行政の強化に向けて予算

図書館整備など住民生活に重要な一

的です。

と人員を重点配分するように働きか

定の分野に利用できる財源（一括交

しかし，消費者行政の強化は，産

付金の一種）ですが，実際には，図

業育成を中心に展開してきた明治以

つまり，国と地方自治体の消費者

書館建設等のハコものに大半が利用

来の我が国の行政のあり方を転換す

行政を総合的に強化するため，当連

され，地方消費者行政に回されたの

る，という大きな政策課題として推

合会と各弁護士会を挙げて取り組む

は2.5％（25億円）のみでした。こ

進しているものであり，国の消費者

必要があります。

こでも，一括交付金方式は，基盤と

行政推進の司令塔役として消費者庁

なる既存の体制や財政措置がない消

が創設されたように，地方自治体に

費者行政分野には回らないことが明

おける消費者行政の推進部署をまず

らかになりました。

は整備する必要があります。つまり，

そして第３に，地方消費者行政活
6

けることも重要です。

消費者行政部会

池本誠司（埼玉）

地方分権改革の時代にあっても，国
日弁連 消費者問題ニュース149号（2012年８月）

事件情報
愛知

商品先物取引業者（国内公設）の代表取締役及び平取締役に対し会社法429条
１項に基づき損害賠償を命じた判決
名古屋地裁平成24年４月11日判決（被告側控訴，原告附帯控訴）

１

本判決は，国内公設の商品先物取引被害事件におい

識していたにもかかわらず……外務員が委託者の財産の

て，被告会社（先物業者）の外務員３名に対し，適合性

状況に照らして過大な取引を受託して委託者に損害を与

原則違反，善管注意義務ないし誠実公正義務違反の不法

える可能性があったことを知りながら，これに対しては，

行為を認めた上で，代表取締役及び平取締役に対し会社

従業員教育，懲戒制度の活用等の適切な措置をとらず，

法429条１項の第三者責任を認めたものです。

放置していたものであって，業務の執行に重大な過失が

２

あるというべきである。」と判示しています。

代表取締役の責任に関し，本判決は，被告会社が，

①日本商品先物取引協会から適合性原則違反等を理由と

３

して制裁を課されていたこと，②多数の苦情・訴訟等を

月取締役会を開催し，顧客との紛議の状況や，判決を踏

抱えていたこと，③東海農政局等の立入検査で適合性原

まえた問題点の指摘を行い，また，毎月経営会議を開催し，

則違反を指摘されていたこと，④農林水産省等から適合

紛議や判決内容の報告をし，改善案を協議していたこと

性原則違反等を理由に受託業務停止処分を受けていたこ

が認められる」とした上で，「業務執行行為について監視

と，⑤取締役会や経営会議を毎月開催して紛議・判決を

し，是正の措置をとることが可能であったのに，これを

踏まえた問題点の検討等を行っていたこと，⑥被告取締

怠ったものということができ，監視義務の懈怠について

役が苦情等につき外務員らにそれほど非があるとは思っ

重大な過失があると認められる。」と判示しました。

ていない旨述べていることを指摘し，代表取締役は「委

４

託者の財産の状況に照らして過大な取引を受託していた

締役につき第三者責任を認めたケース自体も少ないです

ことなどを理由とする紛議・訴訟が多数起きており，行

が，本件は代表取締役の責任に加えて平取締役の責任ま

政当局からも，適合性の審査に問題があることや投資可

で正面から認めた点に意義があると思います。

さらに，平取締役４名の責任に関し，本判決は「毎

これまで，商品先物取引業者（国内公設）の代表取

正木健司（愛知県）

能限度額を超えた取引がある旨指摘されていたことを認

千葉

17条決定の無効を確認し過払金の返還を命じた判決
東京地方裁判所民事第43部平成24年４月25日判決（被告控訴）

１ 本件は，先行する特定調停において，CFJが取引履歴
の一部しか開示しないまま，残債務があるものとして，
平成13年８月１日，残債務を分割弁済する旨のいわゆる
17条決定（特定調停法22条，
民事調停法17条）を受けた（確
定）原告が，その後，債務整理事件を依頼した筆者を通じ，
改めてCFJから全取引履歴の開示を受けたところ，上記17
条決定当時，既に過払い状態になっていたことが判明し
たため，同決定の無効確認とCFJに対する不当利得の返還
を請求した事案です。
２ 特定調停法は，経済的に破綻するおそれのある債務
者と債権者との間で，残債務の弁済方法等をあらためて
協定することにより負債を整理して，債務者の経済的再
生を図るための制度とされ，
「公正かつ妥当で経済的合理
性を有する内容」
（同法17条２項参照）の調停を成立させ
なければなりません。当然，本件のような違法不当な特
定調停は，法の正義の観点から放置できません。
もっとも，本判決も指摘しているように，17条決定は
裁判所の裁判であって，
「当事者の意思表示を要素とする
訴訟行為ではない」ので，
「原則として錯誤により無効と
なる余地はない」とも言い得ることから，特定調停の中
でも，17条決定を無効として，過払い請求ができるか否

日弁連 消費者問題ニュース149号（2012年８月）

かは特に厳しく争われています。
３ しかしながら，本判決は「被告から提出された書面（取
引履歴）及び調停期日における当事者からの聴取内容に
より，合意を予定する内容について当事者双方に異議が
ないことが明らかであるにもかかわらず，一方当事者た
る被告の調停期日への出席が困難で，調停成立が著しく
遅延するおそれがあることから，これを避けるため」に
なされた17条決定であるとの特質を考慮して，
「このよう
な経緯で異議なく確定した17条決定は，裁判の形式をと
ってはいるものの，その実質は当事者間の合意による調
停成立と異なるところはないというべきであるから，そ
の合意の過程において，合意を予定する内容に異議はな
い旨の調停委員会に対する当事者の意思表示に要素の錯
誤があると認められる場合には，民法95条を類推適用し，
確定した17条決定の無効確認を求めることができると解
するのが相当である」と判示しました。
４ 実際には，この種の17条決定においてこうした「特質」
は一般的といえるでしょうから，汎用に耐える裁判例と
思われます。
及川智志（千葉県）
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文献・催事紹介
催事

第46回全国証券問題研究会・横浜大会

日 時：2012年９月７日㈮ 10時～17時30分
場 所：９月７日㈮ ローズホテル横浜（横浜市中区山下町77）
問合先：弁護士 野澤健 TEL 075-231-1106

９月８日㈯ ９時～12時
９月８日㈯ ワークピア横浜（横浜市中区山下町24－１）

充実した内容の入門講座のほか，各種金融商品取引被害救済に役立つ実践的かつ理論的なプログラムを多数準備致しております。
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で，①過去４大会のい
ずれかに出席した方，②本研究会地区幹事を含む２名の推薦を受けた方等に限定させていただきます。

催事

第68回先物取引被害全国研究会・静岡大会

日 時：2012年11月９日㈮，10日㈯
場 所：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金３丁目１番10号）
問合先：弁護士 平田元秀 TEL079-282-0430
初日午前には，恒例のブラッシュアップセミナーが行われるほか，記念講演では，立命館大学の松本克美教授に，先物取引被害
にかかる損害賠償請求権の時効論等に関しご講演頂きます。また，
「詐欺的投資業者からの現実的な被害回復」と民事訴訟法・執行
法の課題というテーマに関し，京都大学の笠井正俊教授からお話しを頂きます。そのほか，各地の裁判・和解報告等盛り沢山の内
容を予定しています。皆様ふるってご参加ください。

任期を終えて～被害救済から法制度の更なる改善に
津谷裕貴前委員長の後任として，委員長職を無事終了すること
ができました。
当委員会の2011年度の活動をみると，意見書27件，会長声明６
件，シンポジウム・研究会12件など，質・量ともに日弁連の各種
委員会の最先端を進む委員会活動を展開できたと自負していま
す。
これも全国各地で消費者問題に取り組む委員・幹事185名が集
まり，分野ごとに15の部会を設けて，平均出席率82％という精力
的な活動の賜物です。その背景には，各弁護士会の消費者問題委
員会において若手を中心に多数の委員が参加し，消費者被害の救
済・防止の取組みを展開していることが基盤にあります。皆様の
ご協力に感謝申し上げます。
そこで，今後の課題を３点提起します。
第１に，被害救済の取組みを更なる法制度の改善に結び付ける
ことです。金利引き上げを求める業界の圧力を阻止することも，
割賦販売法・特定商取引法改正の後の新たな被害への対処も，被
害実態を集約して更なる改善に結びつける取組みが必要です。イ
ンターネット取引被害や金融商品まがいの詐欺商法被害など新た

な課題も，その被害実態を法制度の改善に結
びつけるエネルギーが弁護士会に期待されて
います。
第２に，地方自治体や消費者団体との協力
により，消費者行政の強化と消費者運動の展
開を推進することです。消費者庁創設後３年
を経過し，国から地方への財政支援（活性化
交付金）が終わって再び後退してしまうのか，
地方消費者行政の更なる強化を推進できるのか，消費者行政を重
視せよという地域での運動が今こそ重要です。
また，
近くに制定さ
れる消費者教育推進法の制定に伴い，地域における連絡協議会を
設置して，行政機関，消費者団体，専門家団体の連携により，消
費者教育や消費者団体活動を推進することに着手するときです。
第３に，
「消費者」問題の外延として，格差のある当事者間の
被害を適切に救済できる法制度を実現することが次の課題です。
中小企業者の被害救済の法制度や民法改正における消費者契約法
の位置付けについても，議論を深める必要があります。
国府泰道新委員長のもとに全国の弁護士が力を結集し，被害実
態を踏まえた更なる法制度の改善に向けて取り組みましょう。
池本誠司（埼玉）

お知らせ 消費者問題ニュースの配布方法の変更について
本ニュース（年６回発行）は，日弁連から各弁護士会宛てに一括発送し，弁護士会から各会員宛てに配布されております。東京三会
の会員については，これまでは各会を経由して全会員に郵送で配布しておりましたが，148号からは，各会に500部～1000部をお預け
して関連委員会の開催等の機会に配布していただく扱いとさせていただきました。東京三会の会員で直接配布を希望される方は，各会
の関連委員会にお問い合わせ下さい。
また，今般本ニュースを日弁連消費者問題対策委員会のホームページ（http://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer.html）
にpdfファイルで配信することとしました。是非ご利用ください。
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ニュース・出版部会
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■

大震災から１年４か月余り，今なお幾万の方々

を結集しても，後世に引き継ぐために預かった美

国家あり」は真ならず。暑い夏，日本人のロンド

が住み慣れた故郷を離れ，先の見えない苦しい

しい国土を一瞬にして失うリスクを制御できない

ンでの活躍を応援しつつ，この国の在り方を真剣

日々を強いられておられます。現代（いま）の日

という現実を学んだ以上，現代を生きる日本人に

に考えたいものです。

本があるのは，いにしえの昔から受け継ぐ山紫水

「脱原発」以外の選択は歴史がこれを許さないよ

明の美しい国土の上に，私たちの祖先が豊かな歴
史を紡いできたお陰であると想えば，いかに人智

城野雄博（愛知県）

うに思います。
「国破れて山河あり」は真なるも「山河破れて
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