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　2015年10月29日，弁護士会館にて
標記シンポジウムが開催されまし
た。本年４月に機能性表示食品制度
が創設され販売も始まっていること
から，この制度を入口に，「いわゆ
る健康食品」を含む健康食品全体に
ついて考えてみようと企画したもの
です。
1　前半では，池上幸江・大妻女子
大学名誉教授から，「食品の機能性
表示に関する各国の制度について」
と題して基調講演をいただき，当委
員会食品安全部会の石川直基会員
（大阪）から，現在の制度枠組みを
概観した問題提起を行いました。
　池上教授からは，アメリカ，EU
などでの機能性表示制度の紹介がな
されました。多くの国では，国民の
食生活と健康の関連が考慮されて国
が主導して制度内容が作られ，対象
となる食品も日常の食事に利用され
る食材が多いこと，日本ではそもそ
も健康政策が不十分であることなど
の指摘がありました。
　石川会員からは，保健機能食品の
各制度と「いわゆる健康食品」との
比較と，安全性確保，品質確保，機
能性の有無を確認する制度のあり
方，広告規制，そして，保健機能食
品制度の再構成について問題提起が
ありました。
2　後半はこの問題提起を踏まえ，
上記のお二人をパネリスト，筆者を
コーディネーターとして，パネルデ
ィスカッションを行いました。
　安全性，品質，機能性確保の点で
は，池上教授から「いわゆる健康食

品」が全体的に危害の多い食品群で
あって，被害を防ぐ仕組みを作る必
要があるとの指摘があり，また，海
外では被害事例収集のシステムがか
なり充実していることが紹介されま
した。石川会員からは，機能性表示
制度が「届出制」であることの問題
が指摘され，安全性等について何ら
かの義務付けが必要との意見が出さ
れました。
　広告については，非常に疑わしい
ものでも規制が難しい現状にあるこ
と，表示が認められた効能効果以外
は禁止すべきではないかという点が
確認されました。
　そして，健康食品制度のあり方が
議論されました。現状の制度間相互
の関係については，一般消費者に違
いを理解してもらうことは難しいも
のの，機能性表示制度が始まったば
かりですぐに廃止されることが想定
しがたい現状下では，トクホの安全
審査がしっかりしていることを強調
するなどした差別化が考えられると
の意見がありました。
　機能性表示食品制度の創設で，根
拠不明の「いわゆる健康食品」は淘
汰されるとも言われますが，池上教
授，石川会員とも，新制度の創設だ
けで自然淘汰されることはないとの
見解で一致しました。池上教授は，
アメリカではかなり早くから健康・
栄養政策の必要性が認識され，その
政策に沿った施策が実施されてきた
ことを紹介された上で，どういう食
品なのかをきちんと考えていく科
学・栄養リテラシーを消費者に持た

せることも国の責任であり，きめ細
かい政策展開が求められると述べら
れました。石川会員からもそれに加
えて，自然淘汰に向けて誘導する仕
組み，例えば根拠なきものは広告自
体を禁止すべき等の指摘がありまし
た。
3　本シンポジウムでは，「健康食品
全体」について考えてみましたが，議
論を展開してみると，問題点の指摘
はともかく，全体の枠組みも含めて
限られた時間で一定の結論を導くこ
とは，甚だ難しいものでありました。
　筆者はまとめの中で，このテーマ
では２，３年後にもう１回，検証の
必要がある旨，述べました。折しも
内閣府消費者委員会では今秋，特定
保健用食品等の在り方に関する専門
調査会が設置され議論が始まったと
ころです。健康食品分野が今後，き
ちんとした健康政策に基づいたもの
として，また，虚偽誇張がなく国民
の健康増進のために信頼できるもの
となるものかどうか今後も注視し，
提言を続けていかなければならない
と思います。

食品安全部会
副委員長　西野大輔（秋田）
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1　はじめに
　2015年８月をもって，内閣府消費
者委員会委員の任期を終えました。
これまでは，消費者庁構想，国会審
議，創設後の運営という一連の動き
を，当連合会側から見てきました。
消費者委員会側からは，これまでと
違った風景が見えたところもありま
すので，以下何点か指摘してみます。
2　日弁連の活動について
　多種多様な消費者問題について，
次々と意見書をまとめるという点に
おいて，日弁連は群を抜いていると
思います。しかし，意見の実現への
道筋という点から見ると，力強く推
進しているものがある反面，言いっ
放しになっているものも少なくない
ように思います。これに対して経済
界の場合，意見の実現のための活動
に大きくエネルギーを使っているよ
うに見えます。ビジョンを出すこと
と実現に向けた取組みは，車の両輪
という関係になるので，このバラン
スが大事だなという感想です。
3　政治主導と立法プロセス
　その関連で立法活動について，も
う１点。メニュー偽装問題を契機と
して，景品表示法に課徴金を導入す
ることとなりましたが，消費者委員
会の答申と消費者庁案では，自主返
金がなされた場合には国民生活セン
ターを受入れ窓口とする寄付控除制
度を設けていました。しかし，経済
界の意向を受けて自民党がこれに反
対し，結局この寄付控除制度は法案
には盛り込まれませんでした。これ
は一例ですが，各分野で立法過程で
の政治レベルでの影響力が強くなっ
ており，より早い段階から政治レベ
ルの理解を得る努力が重要になって
いると思います。
4 　消費者委員会の審議会機能と監
視機能
　消費者委員会は，消費者庁と共に
2009年の国会における超党派合意に
より誕生し，「司令塔としての消費
者庁と監視機関としての消費者委員

会」というイメージが持たれました。
この見方では，消費者委員会の審議
会機能は軽視されがちです。確かに，
ある政策を実現していくのに，監視
機能から建議・提言・意見を出すケ
ースがあります。第３期の建議・提
言で言えば，法改正が行われ又は法
改正の作業中のものとして，金融商
品取引法（プロ向けファンド問題），
割賦販売法（決済代行業者の位置付
け等），資金決済法（電子マネー問題）
の改正等が挙げられます。
　しかし，超党派合意もそれに基づ
く消費者庁及び消費者委員会設置法
でも，消費者委員会は審議会機能と
監視機能の両方を担うこととなって
います。消費者庁は独自の審議会を
持たないので，所管法の改正の場合，
消費者委員会がその機能を受け持つ
関係にあります。建議・提言が，詳
細な内容を他省庁の審議に委ねるの
に対して，審議会機能で答申を取り
まとめ，消費者庁が法案を策定して
いくという道筋は，自ら具体的内容
について審議してまとめる，つまり
実現への道筋を自ら担うということ
であって，重要なものです。
　第３期では，諮問を受けて法改正
を審議することを重要課題として遂
行しました。前述の景品表示法への
課徴金導入がそうですし，消費者契
約法改正，特定商取引法改正のため，
専門調査会で白熱した議論を行って
いることはご承知のとおりです。
5　消費者行政機関の見直し問題
　消費者庁を始めとする消費者行政
組織については，創設後，更に充実
させていくというのが2009年国会の
審議でのコンセンサスでした。とこ
ろが，第１期・第２期では国民生活
センターの消費者庁への統合が大問
題になり，第３期では消費者委員会
の消費者庁への統合が議論されまし
た。そして，現在は消費者庁と国民
生活センターの地方移転が議論され
ています。消費者庁創設の原点，と
りわけ閣議決定された消費者行政推

進基本計画の意義
は，規制改革が行
われている状況においてはとりわけ
重要だと痛感します（ニュース・出
版部会注記：本号６面記事もご参照
下さい。）。
6　省令は適法か
　関係省庁が推進する政策を見た場
合，省令が法律の授権の範囲にある
のかという点が重大な問題であると
思います。規制改革との関係で言え
ば，商品先物取引の不招請勧誘の解
禁問題，健康食品の機能性表示制度
の問題がその例です。
　商品先物取引法の改正省令は，消
費者被害の防止のために法律で禁止
している行為について，市場活性化
のために省令で幅広く解禁するもの
で，法の授権範囲を大きく逸脱する
ものです。
　また，健康食品の機能性表示制度
は，内閣府令で機能性表示制度を届
出制で創設するというものです。し
かし，食品表示法は食品表示基準で
届出制を定めることなどは全く予定
していません。法の授権がないのに
省令で届出制を創設し，具体的要件
についてはガイドライン等で定める
とするのは重大な問題です。
　このような，いわば省令による行
政という問題は，消費者問題の分野
に限らずあるのではないかと考えて
います。法律案や政令案は内閣法制
局の審査を受け，法案は国会で審議
されるのに対して，省令は当該省庁
の範囲で実施できます。そこで，省
令による行政ということになりがち
ですが，法律による行政の観点から
厳しく監視する必要があると感じた
ところです。
　以上，雑感でした。在任中，温か
く，また厳しい目で見守って下さっ
た皆様に，深く感謝します。ありが
とうございました。

金融サービス部会
石戸谷豊（横浜）

リ ポ ー ト

内閣府消費者委員会委員を終えて  
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　2015年９月から，石戸谷豊会員（横
浜）の後を受けて，内閣府第４期消
費者委員会の委員に就任しました。
委員長は河上正二東京大学大学院教
授が再任されました。これから２年
間，消費者政策全般について，様々
な課題に取り組むこととなります。
よろしくお願いします。
1　消費者委員会とは
　消費者委員会は，民間人10名と事
務局によって構成され，消費者行政
の監視と政策提言を行う独立の機関
として，2009年９月，消費者庁と共
に創設されました。以来，特定商取
引法，消費者契約法，消費者裁判特
例法，景品表示法，消費者安全法な
ど，消費者関連法制度に関する建議・
意見を多数公表してきたほか，消費
者基本計画の策定・検証に関する意
見を公表してきました。
　本年度は，特定商取引法専門調査
会の委員を引き続き担当して特商法
改正の審議を行うことや，消費者契
約法専門調査会の審議を傍聴する等
して本委員会での意見取りまとめを
行うことが重要な課題です。ほかに，
第３期委員会が2015年８月に建議を
公表した「美容医療サービスに係る
ホームページ及び事前説明・同意に
関する建議」，「電子マネーに関する
消費者問題についての建議」及び「商
業施設内の遊戯施設における消費者
安全に関する建議」について，フォ
ローアップを行います。
　さらに，消費者基本計画と工程表
のフォローアップのため，主な課題
の担当部局を呼んでヒアリングを行
い，意見を取りまとめる作業も重要
です。取り上げる課題の中には，「商
品先物取引の不招請勧誘の省令改正
に伴う実情の検証」など従来から宿
題となっているもののほか，最近社
会問題となっている建築物の基礎杭
工事に関する問題も取り上げること
を検討しています。
　ほかに，第４期消費者委員会の重

点課題として，地方消費者行政の強
化，消費者教育の推進，消費者行政
における官民連携を取り上げる予定
です。
　つまり，消費者委員会は，自らの
判断で課題を取り上げ，関係省庁に
対し状況説明や資料提供を求め，独
自に建議・意見を発表することがで
きる機関なのです。
2　消費者委員会を活用するには
　消費者委員会の広範な権限を踏ま
えるならば，消費者被害の防止に向
けてこれを有効活用する価値がある
と言えます。
　当連合会や各地の弁護士会で意見
書を発表した場合，これを主務官庁
に提出して法制度の見直しを要請す
るだけでなく，消費者委員会にも提
出することにより，直ちに建議の発
表に結びつかないとしても，消費者
基本計画や工程表に追加課題として
盛り込むことにより，政府の政策課
題として位置付けることができま
す。本年度は，2016年１月頃に消費
者基本計画の工程表見直しのパブリ
ックコメントが実施される予定で
す。このパブコメにおいて適切な意
見書を提出することにより，１～２
年後の法改正の課題とされる可能性
があります。
　既に消費者基本計画・工程表に盛
り込まれている課題については，消
費者委員会がフォローアップのため
に所管省庁の担当者を呼んでヒアリ
ングを実施することができます。こ
のヒアリングの機会を活用して，所
管省庁の担当者に対し効果的な質問
や問題提起を行うことにより，法制
度の見直しの回答を引き出せる可能
性があります。
3　被害実態に基づく運動の重要性
　ところで，消費者庁と消費者委員
会が創設された以降，消費者問題に
対する政府の法制度の見直しや対策
の実施が全体的に早くなっていると
いう印象です。従来の金利引下げ・

貸金業法改正や，
クレジットを利用
した悪質訪問販売対策の特商法・割
販法の改正や，不招請勧誘規制を導
入した商品先物取引法改正などの動
きと比べると，迅速に被害防止対策
が実現できるようになったことは喜
ばしいことです。
　しかし，他方で，弁護士や消費生
活相談員など消費者被害救済の現場
からの問題提起や消費者団体や被害
者団体等と連携した立法運動のエネ
ルギーが結集される前に，消費者委
員会で建議が取りまとめられ，消費
者庁や関係省庁で法改正の審議が始
まると，事業者側の反対意見に押さ
れて不十分な改正しか実現できなく
なるという傾向が窺えます。
　例えば，2014年８月の建議に基づ
き同年９月から経済産業省割賦販売
小委員会で割賦販売法の見直しが審
議されましたが，2015年７月３日の
報告書ではマンスリークリア取引に
対する規制は見送られました。また，
同年３月から消費者委員会において
特定商取引法専門調査会で広範囲な
法改正の検討が行われていますが，
事業者側の反対意見を圧倒するだけ
の消費者団体側の運動が十分に形成
されているとは言えません。
　消費者被害防止の法制度の改正を
実現するためには，具体的な被害実
態を集約して世論形成を行い，マス
コミや国会議員も巻き込んだ運動を
迅速に展開することがやはり不可欠
だと言えます。委員として皆さんに
いち早い情報提供に努めるつもりで
すが，皆さんも消費者委員会を消費
者被害の現場から動かすつもりで，
積極的に情報をお寄せいただくよう
お願いします。

　　

統一消費者信用法部会
池本誠司（埼玉）

リ ポ ー ト

内閣府消費者委員会委員の就任とお願い  
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シンポジウム ｢こうあるべきだ！公益通報者保護法改正｣
主催　市民のための公益通報者保護法の抜本的改正を求める全国連絡会（公益通報連絡会）

　公益通報連絡会は，現在の公益通
報者保護法が本来の役割を果たして
いないことから，市民の立場から同
法の抜本的改正を求めていくため
2015年７月２日に結成されたネット
ワークグループです。現在，「全国
消費者行政ウォッチねっと」や，通
報当事者のグループ ｢公益通報者が
守られる社会を！ネットワーク｣ な
ど22団体が加入しています。11月５
日，主婦会館プラザエフにおいて，
当連絡会が主催する標記シンポジウ
ムが開催されました。
　今回のシンポジウムは，法改正の
検討が進む中，当連合会・関弁連が
公益通報者保護法の改正について意
見書や改正試案を発表したことを受
け，あるべき改正法の具体的なイメ
ージを共有すると供に，公益通報当
事者の声を聞いて法改正の必要性を
再確認することを目的として開催さ
れました。参加者の中には消費者庁
の検討会の委員５名，担当課長，報
道関係者６名等改正のキーになる
方々が参加しており，内容も濃い有
意義なシンポジウムでした。
　冒頭，共同代表の１人である中村
雅人会員（東京）から開会挨拶があ
り，2006年に施行された同法が十分
機能せず，大きな不祥事を防ぐこと
ができていない状況について触れた
上，公益通報制度の重要性や法改正
の必要性が述べられました。
　続いて公益通報当事者からの報告
として，トナミ運輸事件の串岡弘昭
さん，障害者施設でのいじめについ
て通報した松村裕子さんにお話しを
頂きました。
　串岡さんからは，運輸業界の闇カ
ルテルを告発した結果，長年にわた
り報復人事を受けた立場から，「違
法な行為を行った企業は徹底的にそ
れを隠すのであり，通報者はこのよ
うな組織と１人で戦わなくてはなら
ない。法律が通報者を守らなければ
不祥事が是正されることはない」と
のご発言を頂きました。
　松村さんは，施設職員が入所者に
暴行しているところを現認したため
これを上司に伝えたところ，その直
後から様々な嫌がらせを受け，結局

は職場を退職してしまったこと，そ
の後もこれを是正するため行政通報
を行ったがすぐには改善されなかっ
た上，その後の行政処分を巡る施設
と行政との裁判では突如通報者名を
明かされてしまったこと等，行政側
にも問題があることを指摘されまし
た。結びに「自分のような経験をす
る者が最後になるよう，公益通報者
が安心して通報できる法律に改正し
て欲しい」と切実に訴えられまし
た。

　その後，関弁連の意見書，当連合
会の改正試案についての説明があり
ました。関弁連からは，宮西陽子会
員（埼玉）が，公益通報を理由とす
る不利益取扱いを行った事業者に対
する罰則等を導入すべきこと，公益
通報者の証拠の持ち出し等に対する
免責を行うこと，公益通報の受け皿
となる行政組織を作ること等の内容
を説明しました。当連合会からは中
村会員が，本年９月11日に発表され
た ｢公益通報者保護法日弁連改正試
案｣ について説明しました（本誌
167号にて報告）。関弁連意見書と同
趣旨の部分もかなりありますが，具
体的な条文の形でより具体化したも
のが今回の試案であり，出席した消
費者庁の担当課長やマスコミなども
関心を持って聞いていたようです。
　続いて和田聖仁会員（東京）から，
当連絡会が過日開催した ｢米国にお
ける最近の企業・幹部の訴追状況等
に関する学習会｣ についての報告が
あり，米国では日本企業が次々と
SEC から課徴金を賦課されている
こと，高額な報奨金制度を内容とす
る公益通報者保護制度が証券取引，
税金等の分野毎に法定されているこ
と等が説明されました。

　その後本法の担当課長である消費
者庁消費者制度課の加納克利課長か
ら ｢公益通報者保護制度の実効性の
向上に関する検討会｣ の議論状況や
今後の見通しについて簡単な報告が
ありました。改正には企業サイドを
含めたコンセンサスをとることが必
要，運用する側の認識も重要といっ
た指摘がありましたが，具体的な法
改正の方向性については特に触れら
れなかったと思います。検討会は年
度内に報告書をとりまとめ，来年の
通常国会での法案成立を目指したい
とのことです。
　続いて筆者から，当連絡会につい
ての活動報告と連絡会の求める改正
法案の概要を説明しました。当連合
会の試案にかなり近いものですが，
具体的事例の中では，企業が通報者
を嘘つき呼ばわりして組織防衛を行
うケースが散見されることから，事
業者に真実説明義務を課して通報者
の名誉回復措置を図ることなど独自
の要望項目も盛り込みました。
　その後遅れて到着したオリンパス
社員の濱田正晴さんが通報当事者と
して発言され，とにかく裁判でしか
救済できない現行法を改めて欲しい
との強い訴えがありました。濱田さ
んは取引先企業からの技術者引抜行
為について通報した結果不当な配転
命令を受け，最高裁まで争って勝訴
したものの，別の理由で配転命令を
受け，更にその無効を裁判で争わな
くてはならないという状況が現在進
行形で繰り返されているとのことで
す。
　最後に，共同代表の１人である主
婦連合会事務局長の河村真紀子さん
から閉会挨拶があり，みんなの力で
一日も早い抜本的改正を求めていこ
うとの呼びかけがありました。
　今回のシンポジウムで，現行法に
よって通報当事者を守れていない現
状が改めて浮き彫りにされたと思い
ます。今後も法改正へのご協力をお
願いします。

多重債務部会
拝師徳彦（千葉県）
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リ ポ ー ト

建築生産システムの見直しを
改めて求める会長声明　　　  
1 　声明発表の背景
　当連合会は，2015年11月13日，標
記会長声明を公表しました。
　本年10月，横浜市の分譲マンショ
ンが傾斜した事件で，二次下請けの
業者が施工した基礎杭が支持層（強
固な地盤）に届いていなかったこと
及び基礎杭の施工記録のデータが改
ざんされていたことが発覚しまし
た。問題の発覚当初は，杭打ち工事
を施工した二次下請け業者の特定の
従業員個人が行った不正であるかの
ような報道もありましたが，その後
の発表では，データ改ざんは特定の
従業員の担当案件にとどまらず，当
該業者の他の従業員が担当した案件
でもデータ改ざんが明らかになり，
さらに，その後の報道では，当該業
者以外にも，杭打ち工事においてデ
ータの流用を行っていた業者が存在
する事実等が明らかになりました。
　これらの事実から，この度の事件
は，ある特定の業者や従業員の倫理
観欠如の問題にとどまるものではな
く，我が国の建築生産システムそれ
自体に，建築士法が予定する建築士
による工事監理が適正に機能しない
ことや，行政が現場で施工者の工事
を適正に監視する制度も不十分であ
ること等の問題点が存在することが
浮き彫りになりました。
2 　当連合会がこれまでに提出して
きた意見書・提言等
　当連合会では，従前から，現行の
建築確認検査制度の限界に関して繰
り返し警鐘を鳴らしてきました。
　すなわち，1997年10月17日付けで
発表した，「建築基準法改正に関す
る意見書　『住宅検査官』による検
査制度の導入を」では，当時の建築
基準法の下で建築主事による検査が
事実上行われなかったり，仮に検査
が行われても，なおざりな検査に終
始したりすることが欠陥住宅被害を
発生させる要因の一つになっている
ことを指摘し，建築主事の検査権限
と検査方法を実効あるものにするた
めに，建築主事から委託を受けた「住

宅検査官」（仮称）制度を創設し，
この「住宅検査官」に，住宅建築の
節目毎に設計図書や日本の標準的な
技術基準への適合性を検査・確認さ
せた上で次の建築工程に進めさせる
ものとする第三者の中間検査制度を
新設するよう求めました。
　さらに，1998年３月18日付けで，
「建築基準法改正についての申入書」
を発表し，改めて，上記意見書のと
おり，「住宅検査官」による検査制
度を導入するよう求めました。
　その後，阪神・淡路大震災から10
年を迎えた節目の年である2005年11
月11日に開催された第48回人権擁護
大会では，「安全な住宅に居住する
権利を確保するための法整備・施策
を求める決議」を採択しました。決
議では，「安全な住宅に居住する権
利」が，憲法第13条及び第25条に基
づく基本的人権であることを宣言す
るとともに，関係者の責務や安全な
住宅の確保のための基本的施策を定
める「住宅安全基本法」（仮称）を
制定すること，建築士の監理機能の
回復のために，建築基準法，建築士
法の改正を含め，建築士について，
その資質向上を図り，かつ，施工者
からの独立性を担保するための具体
的措置を講ずることなどと併せて，
建築確認，中間検査，完了検査制度
の徹底及びその適正性確保のため，
一層の制度改善を図ることを求めま
した。
　皮肉なことに，人権擁護大会で上
記決議が採択された直後に，耐震強
度に関する構造計算書の偽装問題が
発覚し，社会的問題になったことか
ら，この問題を受けて，2006年２月
16日付けで，「安全な住宅を確保す
るための提言―構造計算偽装問題を
契機として―」を発表しました。提
言では，建築主事の下に「住宅検査
官」（仮称）を置き，行政庁が確認
検査業務を行うことや，建築確認時
における審査の徹底として，十分な
質と量の設計図書の提出を義務付
け，住宅検査官同士のピアチェック

（専門家同士が相互に各自の審査内
容を点検すること）を実施すること，
さらに，施工段階における検査の徹
底として，全ての建築物について，
中間検査を義務付けること，一定規
模以上の建築物について，住宅検査
官が現場に常駐して，設計図書，建
築基準法令，日本の標準的な技術基
準への適合性を厳格に検査すること
などの建築確認検査制度の抜本改革
を求めると共に，建築業者や住宅販
売業者等，建築物の構造上の安全性
等の重要な規定に違反した場合の罰
則の強化等を求めてきました。
　しかしながら，当連合会がこれま
での意見書等で指摘してきた建築生
産システムの問題点は改善されてお
らず，この度発覚した事件も，建築
士による工事監理が適正に機能し，
また，行政が現場で施工者の工事を
適正に監視する制度が十分に整備さ
れていれば防げたものであって，当
連合会が繰り返し警鐘を鳴らしてき
た上記の問題点が再び現実化したも
のにほかなりません。
3　本声明の趣旨
　以上のような経緯を受けて，本声
明では，改めて，「安全な住宅に居
住する権利」が国民の基本的人権の
一つであることを再確認するととも
に，住宅取得者が欠陥住宅被害に遭
わないよう，国，自治体及び関係機
関に対し，現行の建築士による工事
監理制度が適正に機能しなかった原
因の究明と，これらの制度が適正に
運用される仕組みを構築すること，
そのために，現行の建築生産システ
ムを抜本的に見直し，「住宅検査官」
（仮称）による検査制度を導入し，
行政が現場で施工者の工事をチェッ
クする体制を一日も早く構築するこ
とを求めております。
　建築生産システムの見直し実現に
より，欠陥住宅被害の撲滅が強く望
まれるところです。

土地・住宅部会
副委員長　森竹和政（兵庫県）
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1 　消費者庁と国民生活センターを
徳島県に？
　政府は「まち・ひと・しごと創成
本部」に政府関係機関移転に関する
有識者会議を設置して，いくつかの
政府機関を地方に移転する基本方針
を2016年３月に決定することとして
います。その中で，消費者庁と国民
生活センター（以下「国セン」とい
います。）とを，徳島県の提案を受
けて，同県に移転することが審議さ
れています。
　東京圏への一極集中は是正される
べきで，地方の活性化のために政府
機関を地方に移すことは良いことで
す。特に，データ分析等自己完結的
な業務を行う機関や産業振興の支援
の機関などで，関係複数省庁との連
携・調整を日常的に必要とするわけ
ではない機関の移転は推進すべきで
す。移転先地域の産業振興等活性化
も期待できます。現に，いくつかの
研究所や研修所などがノミネートさ
れており，インターネット業務を中
心とする組織も移転候補となるでし
ょう。
　しかし，消費者庁と国センの地方
移転は，両機関の機能を大幅に減殺
することとなりますので，強く反対
せざるを得ません。
2 　消費者庁の役割・性格上問題で
あること
　そもそも発足してまだ６年しか経
っておらず，関係省庁との折衝力も
十分育っているとは言い難い消費者
庁が，東京にある経済産業省，厚生
労働省，国土交通省，農林水産省など
各省から遠く離れた地方に移転する
と，その機能は果たせなくなります。
　消費者庁は，消費者行政を総合的
に推進する司令塔として，他省庁と
日常的に連携・折衝しなければなり
ません。電気通信，食品の安全，住
まいの安全，美容医療など，あらゆ
る分野で，消費者委員会の智恵と国
センのデータを活用しつつ，積極的
に政策を提言するのが消費者庁で
す。そのための立法作業では，関係
省庁・関連事業者や全国の消費者団

体等と協議を重ね，法案化に当たっ
ては内閣法制局とも密接に協議する
ことが必要不可欠です。霞が関の中
心に位置して，官民両面の広範囲の
組織との調整すること抜きには成り
立ちません。隙間事案への対応（消
費者安全法第40条，第41条，第42条）
をする上でも，他省庁との迅速効果
的な協議・連携が欠かせません。消
費者庁は５年ごとに「消費者基本計
画」を関係省庁と協議・折衝しつつ
策定し，これを毎年見直しつつ，消
費者行政を推進しています。この機
能も近くにあってこそ果たせます
し，また消費者庁はその機能を果た
すべき機関です。
　また，消費者安全法を踏まえて，
消費者被害の発生 ･拡大を防止して
安全を確保し，緊急事態への即応体
制を強化するため，消費者安全情報
統括官制度が設けられています。例
えば，食品に有害物質が混入したこ
とが判った場合，直ちに厚生労働省，
食品安全委員会，農林水産省，警察
庁などと連携して情報収集するとと
もに，被害の拡大防止の対策を講じ，
全国の消費者に効果的に発信しなけ
ればなりません。取引の安全，建物
の安全など多くの分野で，消費者庁
の迅速で効果的な危機管理機能の発
揮が求められています。この役割は，
地方にあっては果たせません。
3 　国センの機能は東京にあってこそ
　国センは，全国の消費生活相談情
報を集約・分析して，消費者や自治
体に発信するとともに，全国の自治
体や消費者団体の活動をサポート
し，育成しています。その上で，消
費者庁やテーマに関連する省庁に制
度の不備や運用の改善を提案してい
ます。消費者庁・消費者委員会との
緊密な連携をより強化して，消費者
行政の一体としての改善を推進する
べきであることが，2013年12月13日
の国センの在り方についての検討結
果のとりまとめにおいても確認され
ました。
　しかも，この度の徳島県への移転
の提案では，国センの商品テストと

研修部門は現在の神奈川県に残した
まま，東京事務所の機能だけを移転
するというものです。これでは，国
センの各機能を有機的に結合させて
効果的に発信することができなくな
ります。
　国センは全国で発生する重要消費
者紛争案件を毎年100件程，紛争解
決委員会で受理して仲介手続を担当
しています。全国各方面の消費者と
事業者の来訪を前提とするこの
ADR機能は徳島県では果たせませ
ん。多方面の専門知識を集めて事案
の本質を把握して解決を図ることも
困難になるでしょう。
4 　地方創成のためにはもっと智恵を
　全国各地で地域の疲弊を実感して
いる弁護士にとって，効果的な地方
振興策の企画・実行は誠に望ましい
ことです。人口減少と人手不足，高
齢化の大波の下，シャッター街が拡
大していく実情を何とかして欲しい
と願っています。しかし，それは，
消費者庁・国センの移転では逆効果
です。全国の消費者の生活の安全安
心を達成して，全国同一水準の消費
者行政サービスを実現するためにま
ずなすべきことは，地元の消費生活
センターを中心とする自治体の消費
者行政の充実です。政府機関が果た
すべき本来の機能が大きく低下する
ことになるのでは，本末転倒です。
　このような視点から，当委員会の
標記反対意見書は，2015年10月29日
の当委員会全体会議で採択され，同
年11月20日に開催された当連合会理
事会でも採択されました。
　消費者庁，消費者委員会が発足し
て６年が経過しました。両機関と国
センの機能の充実のためには，人員
と予算の拡充と，より透明性の高い
運用強化こそ必要です。幸い，地方
消費者行政充実強化の本予算も毎年
計上されるようになりました。これ
を活用した地方消費者行政，消費者
教育の新しい展開こそが必要です。

消費者行政部会
副委員長　山口廣（第二東京）

リ ポ ー ト

消費者庁・国民生活センターの地方移転に反対する意見書  
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1　大阪府議会は，2015年10月27日，
全会一致で標記意見書を採択しまし
た（大阪府議会ホームページ参照）。
　皆さまもご存じのとおり，特定商
取引法の改正論点のうち，訪問販売
と電話勧誘販売の「不招請勧誘」規
制強化については，内閣府消費者委
員会の専門調査会で，最も熱く議論
が展開されている問題であり，本意
見書で地方（大阪）から国に対して，
Do-Not-Knock/Call 制度の導入を求
める第一声が上がりました。
　関西で消費者問題に取り組む者の
間では，従前から不招請勧誘規制に
関する関心が高く，今般の法改正で
Do-Not-Knock/Call 制度が俎上に載
ることとなり，2015年６月に関西を
足場とする弁護士，司法書士，消費生
活相談員，消費者団体等が連携して，
「不招請勧誘規制強化を求める関西
連絡会」（代表・国府泰道会員（大阪）。
以下「関西連絡会」といいます。）を結
成しました。本意見書採択は，その
関西連絡会の活動成果の一つです。
以下，意見書の内容を紹介します。
2　まず意見書は，訪問販売と電話
勧誘販売が，「住まい」という本来
ビジネスの場ではないところで行わ
れるものであり，それが消費者の同
意や要請なしに行われる場合には，
そのほとんどが「消費者にとって迷
惑なもの」であるとの認識に立って
います。これは消費者庁や消費者団
体が行った意識調査で，９割以上の
人々が，そもそも訪問や電話による
勧誘を受けたくないと回答した結果
が裏付けており，いわば世間の常識
に叶うものといえるでしょう。
　次に意見書は，消費者がどのよう
な商品を選択するかについては，そ
の自主的・合理的な選択に委ねられ
るべきであり，「どのような勧誘を
受けるかについても，消費者の自己
決定は十分に尊重されなければなら
ない。」旨を述べています。これは
当たり前といえば当たり前のことで
すが，これまで「営業の自由」とい
う常識の前に，あまり深く考えられ
ないできた観点からの指摘ではない
でしょうか。
　意見書はさらに，特定商取引法に

おける再勧誘の禁止だけでは，消費
者は事業者の突然の訪問や電話に応
答した上で，拒否の意思を伝えなけ
ればならず，平穏な生活を送ること
ができないし，一旦巧みな勧誘が始
まると，断ることが容易ではなく，
不本意な契約や不当な契約を避ける
ことが難しく，消費者トラブルを十
分に予防することができないと，現
状の法規制の不十分さを指摘した上
で，なかでも，高齢の消費者にあっ
ては交渉力等がより低下している人
もいることから，その傾向は顕著で
あると述べています。誠に的確に不
招請勧誘の問題点を突いていると言
えましょう。
　そして，意見書の結論は，「消費
者の平穏な生活と自己決定を尊重
し，望まぬ勧誘を回避するとともに，
消費者トラブルを予防するため，勧
誘の事前拒否が保障される制度（例
えば，訪問販売においては，『勧誘
お断り』のステッカーに法律上の効
力を認めるなど，電話勧誘販売にお
いては，『電話勧誘拒否登録制度』
の創設など）を導入する必要がある。
なお，この制度はあくまで，勧誘を
望まない意思を明確にした事前拒否
者に対してのみ訪問勧誘，電話勧誘
を禁止する制度であり，事業者への
影響は必要最小限のものである。よ
って，国においては，特定商取引法
を改正し，訪問販売及び電話勧誘販
売において，消費者が望まぬ勧誘を
事前に拒否できる制度を導入される
よう要望する。」という締めくくり
になっています。
3　筆者は，当連合会のシンポジウ
ム「消費者法の課題と展望Ⅸ　ストッ
プ！悪質商法・迷惑勧誘～“Do-Not-
Knock/Call 制度の可能性”～」（本紙
165号参照）を企画担当した縁で，関
西連絡会の事務局を務めています。
今回の意見書採択については，筆者
が10年ほど前に PTA活動を一緒に
行った知人の伝手で，ある大阪府議
会の議員の方を紹介して頂いたのを
きっかけにして，関西連絡会のメン
バーと共に，各会派の政調会長を訪
ねて，お願いと説明に廻りました。
大阪府では，消費者保護条例におい

て，「拒絶の意思を表明している消
費者」に対する勧誘を「不当な取引
行為」と定め，これまでに悪質商法
予防のために，「訪問勧誘お断りス
テッカー」を配布する取組みを行っ
てきました。また，議員の方々は日
頃の府民相談の中で訪問勧誘につい
ての苦情を耳にしておられることも
あって，不招請勧誘規制強化（Do-
Not-Knock/Call 制度の導入）につ
いて理解が得られやすい状況にもあ
りました。他方で，生協出身のある
議員の方から，少し懸念が表明され
たこともありましたが，でも自分の
家で勧誘を受けたくないと，の気持
ちはもっともですね，と理解を示し
ていただき，関係者のご尽力で，無
事，意見書が全会一致で採択される
運びとなりました。
4　日本は既に超高齢化社会に突入
し，今後も高齢化率が確実に上昇し
ていく中で，高齢者からの消費生活
相談は，高齢者人口割合の増加以上
の割合で増加しています。今，何か
手を打たねば，高齢消費者被害は更
に深刻化していくという危惧感を
我々は共有しているはずです。
　大阪の政界では，知事と市長のダ
ブル選挙にあたり，大阪都構想の是
非を巡って，府議会でも与野党の対
立が鮮明化していました。そのよう
な状況の中でも，高齢消費者被害の
問題を的確に把握し，タイムリーに，
先進的で格調の高い意見を国に発し
たことは，大阪府議会の見識の高さ
を示すものです。「拒絶の意思を表明
している消費者」に対する勧誘を禁
止する条例を有する大阪で，条例に
よる訪問勧誘規制だけでは実効性が
乏しいという経験を踏まえて出され
た意見書は，一際説得力を持ちます。
他の地域でも是非，あとに続いてい
ただき，地方から国に対して，Do-Not-
Knock/Call 制度の導入を求める声
を次々と上げていただくよう切望し
ます。大阪では市議会からも意見を
上げていただくべく活動を続けます。

包括消費者法部会
副委員長　吉田　実（大阪）

リ ポ ー ト

大阪府議会「消費者が望まぬ勧誘を事前に拒否できる
制度の特定商取引法への導入を求める意見書」の採択  



日弁連 消費者問題ニュース168号（2015年12月）8

発　行：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-1-3　TEL：03-3580-9841 FAX：03-3580-2896
（「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。）

消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  実践PL法　第２版

　本書初版は，製造物責任法（PL法）制定時に刊行され，PL法
による製品被害救済のための実践の書として活用されてきました
が，法施行20年を機に当委員会 PL・情報公開部会により全面改
訂されました。この間に獲得・蓄積された多くの裁判例・和解例
等を被害救済の視点から分析し，これを踏まえた抜本的な改訂を
行うと共に，消費者庁創設等の消費者行政の変化や消費者安全法
の制定による消費者事故情報の一元化等，PL 法制定後の変化に
も対応し，証拠収集のノウハウ等についても改訂されています。
　第１部「注釈　製造物責任法」は，立法時の議論から近時の論
点までを網羅する，実務経験に根ざした被害救済のための実践的
コンメンタールです。第２部「PL被害救済の手引き」は，PL紛
争の現状を踏まえ，事案に即した相談時から被害救済までの具体
的な実務マニュアルとなっており，他に類書を見ないものです。

第３部「資料」は，被害救済事例をコ
メント付きで紹介し，論点毎の検索も
可能な一覧表を設けて利便性を高めて
います。
　PL 法による製品被害救済に携わる
実務家や研究者はもとより，消費生活
相談に携わる相談員，行政職員等多く
の関係者にも必携の書であり，初めて
PL 事件を担当される方にとって必読
の書といえます。
Ａ５判　266頁／2592円（税込）
発行　有斐閣
日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編

催 事  2016年消費者問題リレー報告会（第19回）開催のお知らせ

日　時　2016年1月30日㈯　正午～午後5時30分（懇親・交流会は午後6時～7時半）
場　所　ビジョンセンター東京 5Ｆ「ビジョンホール」（東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル。東京駅八重洲南口から徒歩2分）
会　費　弁護士・司法書士3000円，その他の方2000円

　毎年新年早々，東京で，消費者法ニュース発行会議主催の「消費者問題リレー報告会」を開催しています。毎回，学者，研究者，弁護士，司法書士，
相談員，修習生，ロースクール生ら消費者問題に興味のある様々な方々が多数（220名程度）参加されています。報告されるテーマは，⑴消費者問
題関連立法・政策への取組，⑵日弁連，消費者関係団体，司法書士等の活動，⑶弁護団活動など最先端の消費者問題に関するもので，報告テーマ数
は全部で40前後になります。報告会終了後には懇親・交流会も行います。是非ご参加ください。ご参加希望の方は，2016年１月25日までに，池袋
市民法律事務所宛 FAX（03-5951-6944）又はメール（ikebukuroshimin@nifty.com）にてお申し込み下さい。

催 事  第53回全国証券問題研究会・浜松大会

日　時　2016年3月11日㈮　午前10時～午後6時，12日㈯　午前9時～正午
場　所　11日は「ホテルクラウンパレス浜松」（静岡県浜松市中区板屋町110-17），12日は「アクトシティ浜松」（静岡県浜松市中区板屋町111-1）
参加費　未定
問合先　事務局 弁護士 木野祐子　TEL 078-391-0502

　宮下修一静岡大学大学院法務研究科教授による「適合性原則と高齢者保護」をテーマとした講演，及び足立光生同志社大学政策学部教授による「デ
リバティブの基礎理論と時価評価」をテーマとした講演を予定しております。恒例の入門講座，判例報告，法改正状況等の報告に加え，今回も講演
者らや証券事件に取り組む弁護士が加わってのパネルディスカッション方式でのプログラムを予定しております。
　大変盛りだくさんなプログラム内容となっておりますのでぜひご参加ください。
　なお，本大会は，過去４大会のいずれかに参加したことがある方，あるいは地区幹事を含む直近４大会参加者２名の推薦のある方に参加資格を限
定させていただいておりますので，あらかじめご了承願います。

　久しぶりに編集長を拝命しました。本誌の発行
を担当しているニュース出版部会は，創刊から今
号（168号）に至るまで，休刊することなくほ
ぼ隔月で消費者問題に関する最新ニュースをお届
けして参りました。ニュースの歴史は，次から次
へと生起する社会問題の解決のために，既存の法
理や制度を取り込んで，修正を迫りつつ，実践的
な理論を日々形作ってきた先輩方，仲間たちの軌
跡でもあると思います。
　今，消費者分野は揺れに揺れています。消費者

法の根幹をなすとも言うべき消費者契約法，特定
商取引法，割賦販売法などの改正作業，不招請勧
誘禁止の導入の問題，消費者庁及び国民生活セン
ターの地方移転問題など数え上げればキリがあり
ません。
　ところが，今号は，かつて無いほどの記事不足
に見舞われ，あわや休刊もやむ無しか，というと
ころまで追い込まれました。これだけの状況にあ
りながら，記事が不足しているのは，むしろ消費
者問題に取り組む一人一人が，よりよい解決を目

指して模索している道半ばの状況だからだと思い
ます。そこには，いろいろな壁に見舞われながら
も諦めずに前に進み続ける先輩方，仲間たちの姿
が垣間見えます。
  本誌の使命は，そんな消費者問題に日々取り組
む方々の息づかいをそのままに，皆さんのお手元
に最新の情報をお伝えしていき，よりよい解決に
向けた動きを後押ししていくことだと改めて実感
した編集作業でした。

洞澤美佳（第二東京）
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