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1　基調報告
　2018年２月９日，弁護士会館にお
いて標記シンポジウムが開催されま
した。
　最初に，志水芙美代会員（東京）は，
子どもが関係する製品事故の裁判例
を分析し，子ども用の製品は高度の
安全設計が要求されるが，子どもの
使用が想定される製品については，
子どもが本来の用法から外れた使い
方をした場合に異常な使用と判断さ
れがちで，子どもの使用が想定され
ていない製品に至っては「誤使用」
と認定されがちであることを指摘し
ました。
　次に，野田幸裕氏（消費者庁消費
者安全課長）は，消費者庁における，
豆やナッツ類を食べて窒息するおそ
れがあるとして注意喚起をした事例
の紹介をするなど「子どもの事故防
止」への取組，消費者庁における事
故情報の収集・活用について紹介し
ました。
　これに対して，鳥川慎吾会員（大
阪）は，「首掛式浮き輪を使用してい
る際の乳幼児死亡事故」が消費者庁
の注意喚起にもかかわらず繰り返し
起きていることから，事故情報デー
タバンクが，消費者に利用されてい
ないこと，医療機関ネットワークに
収集された生命・身体に関する事故
情報が，原則として非公開で，事故
情報データバンクに直結していない
ことなどの問題点を指摘しました。
　福田求道氏（特定非営利活動法人
キッズデザイン協議会専務理事）は，

子どもの事故を防ぐためには，事故
の原因となる事故情報，子どもの身
体特性，子どもの行動・心理特性，
子どもの生活実態をデータベース化
して，キッズデザインガイドライン
により規制しにくい領域をデザイン
により解決していく取組をしている
ことについて報告しました。
2　パネルディスカッション
　パネリストとして，山中龍宏氏（小
児科医），福田氏，野田氏，志水会
員を迎え，コーディネーターを筆者
が務めて，ディスカッションを行い
ました。
　山中氏からは，有効な事故防止と
して3E（環境・教育・基準）と，
回転中の車輪のスポークに足が巻き
込まれて受傷するスポーク外傷につ
いてスライドを用いて紹介していた
だき，子どもの事故は，ただ見てい
るだけでは防ぐことはできないこと
を改めて確認することができまし
た。親・祖父母などのケアラーに対
する注意喚起だけでは子どもの事故
防止にはつながりません。子どもの
安全を確保するためには，安全な製
品の設計となるように変更される必
要があります。そうした意味で，製
造業者や社会全体の責任は決して小
さいものではありません。
　また，これらの責任を果たすため
には，事故情報を国民全体の共有財
産として，より自由にかつ効果的に
検索・利用できることが不可欠です。
しかしながら，現在，消費者庁に一
元的に集約されている事故情報は，

質・量ともに十分とはいえない部分
があること，消費者や事業者，医療
従事者が，検索して利用する場合に，
システムとして改善を要するところ
があるという問題点が浮かび上がっ
てきました。
3　おわりに
　子どもの事故を未然に防止するた
めには，より充実した事故情報を広
く収集し，誰もが容易にアクセスで
きる真の意味での情報の一元化が必
要であり，そのためには事故情報の
収集自体のルールやシステムの見直
しが必要となりますので，消費者庁
に改善を求める必要があります。他
方で，子どもの安全のために，社会
全体に製品設計の改善という形で責
任を果たすべきであるという考え方
を広めることにより，消費者が期待
する安全の水準を高め，ケアラーの
責任に偏りがちな司法の判断から，
子どもの被害救済につながる判断を
増やすことができるように取り組む
必要があります。

PL・公益通報部会
副委員長　林　尚美（大阪）

リ ポ ー ト

シンポジウム ｢子どもの安全
～製品事故からこどもを守るために～｣  
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1　2018年２月17日，熊本市におい
て，標記のシンポジウムが開催され
ました。このシンポジウムは，各地
で開催されている連続シンポジウム
の一環として開催されたもので，日
弁連，熊本県弁護士会，適格消費者
団体NPO法人消費者支援ネットく
まもとの共同主催で行われました。
国会議員，熊本県議会議員，市議会
議員からも多数参加，メッセージを
いただき，参加人数は130名ほどと
盛り上がりを見せました。
2　まず，基調報告として，国府泰
道会員（大阪）から，「被害防止の
ための方策や今後の取組課題」と題
して，訪問勧誘・電話勧誘と高齢者
の消費者トラブルの現状，北海道に
おける「消費者被害防止ネットワー
ク」（消費者安全確保地域協議会），
訪問取引・電話勧誘取引に関する法
的規律（現行法）の概要，迷惑電話
対策装置，訪問販売お断りステッカ

ー，企業における取組等が紹介され
ました。
　基調報告の後，被害体験報告とし
て，80歳代の女性が，CO2 排出権取
引によって100万円を支払わされた
ところで家族が気づき，公の相談機
関，弁護士に相談して，二次被害を
防止できたばかりか，支払ったお金
についても交渉で大部分が戻ってき
たという事例について報告がされま
した。
　続いて，熊本市手をつなぐ育成会
（知的障がい児の親の会）から，高
齢者の消費者被害の現状について，
熊本県警察本部から出資法違反事件
の検挙について，阿蘇市生活相談セ
ンターからはその活動（地元警察署
生活安全課と合同で行っている被害
防止の取組等）について，適格消費
者団体NPO法人消費者支援ネット
くまもとからは差止請求訴訟の状
況，一般社団法人よか隊ネット熊本

（益城町地域支え合いセンター）か
らは熊本地震によりみなし仮設に入
居している世帯に対する支援の状況
について，また，グリーンコープ生
活再生相談室から生活再建に向けた
相談事業，生活再生貸付の事業につ
いて，特定非営利活動法人熊本消費
者協会より，消費生活地域見守りに
ついて報告がされました。
　おわりに当委員会委員長の瀬戸和
宏会員（東京）から総括がなされ，
消費者契約法の改正に関して現状の
報告がされました。
3　地域の各所が連携して見守りを
することで消費者被害を防止する取
組のスタートラインとして位置づけ
られる，意義のあるシンポジウムで
あったといえます。

　　
　　　原　彰宏（熊本県）

リ ポ ー ト

連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 in熊本
～悪徳商法，お断り！｣

1　2018年２月24日，広島弁護士会
館において，日弁連の連続シンポジ
ウムの第9回として，「地域で防ごう
消費者被害 in 広島」が開催されま
した。後援をいただいた各団体から
の参加者を含め82名の参加を得るこ
とができ盛況でした。
2　まず，薬袋真司会員（当委員会
副委員長）から基調報告があり，近
年65歳以上の高齢者の相談が増えて
いること，高齢者の消費者被害防止
のためには見守りネットワークの構
築が必要であること，その方法とし
て消費者安全確保地域協議会の設置
等が考えられること等の報告があり
ました。次いで，広島県生活センタ
ーと広島市生活センターの消費生活
相談員から，消費者被害の実例報告
として「訴訟最終告知のお知らせ」
などと題するハガキを送りつける架
空請求の事案や貴金属等の訪問買取
りの事案等の報告がありました。
　その後，本シンポジウムの後援団
体のうち7つの団体から取組発表が
行われました。
　広島県消費生活課からは，広島県

消費者基本計画（第2次）に基づき，
消費生活相談体制の充実強化，高齢
者の見守り体制の強化，消費者教育
の推進等の施策を推進しているとの
報告がありました。次いで，NPO
法人消費者ネット広島からは，県の
受託事業として，地域での見守り体
制整備の支援やメルマガ「見守りね
っと」を配信していること等の報告
がありました。さらに，生活協同組
合ひろしまからは，夕食宅配事業を
通じて高齢者の健康管理とともに高
齢者の見守り活動も行っているとの
報告がありました。
　さらに，広島市社会福祉協議会が
援助している「なかやま口伝の会」
から，紙芝居を使った朗読劇のダイ
ジェスト版の上演が行われました。
紙芝居という頭に残りやすい方法を
採り好評を博しているとのことで，
同会の皆さんの地域から特殊詐欺被
害者を出したくない，被害者の気持
ちに寄り添う地域作りを目指すとい
う熱い思いを感じることができまし
た。その他，広島県労働者福祉協議
会や広島司法書士会から消費者講座

を開催している等の報告があり，最
後に，広島県警察本部から，広島県
内の特殊詐欺被害の件数・被害総額・
被害の特徴等の概要説明とその対策
として高齢者向け電話機の普及を図
っていきたい等の報告がありまし
た。
3　本シンポジウムを通じて，広島
県内の各団体の様々な取組を知るこ
とができました。シンポジウムを出
発点として，各団体との相互理解と
連携を深めていきたいと思います。

　　
　　　竹森雅泰（広島）

リ ポ ー ト

連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 in広島｣
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1　シンポジウムの概要
　2018年３月13日，民法の成年年齢
を20歳から18歳に引き下げる法案が
閣議決定されました。仙台弁護士会
では，この閣議決定に先駆けて，成
年年齢引下げの問題点を広く知って
いただくために，３月７日に仙台弁
護士会主催，東北弁連及び日弁連の
共催の下，標記のシンポジウムを開
催しました。
　仙台弁護士会消費者問題対策特別
委員会委員が宮城県の高校教育課な
どを訪問し協力をいただく中，県内
の各高等学校の先生方や大学等に幅
広く告知しました。その甲斐あって，
当日は学校関係者や大学生，高校生
も来場するなど，活気あふれるシン
ポジウムとなりました。
2　基調報告
　シンポジウムの初めに，筆者から
「成年年齢引下げを考える際の前提
事項」と題し基調報告を行いました。
　基調報告では，本シンポジウムに
参加した多くの一般市民の皆様の理
解に資するよう，民法の成年年齢制
度や，未成年者取消権，親権に関す
る規定等，成年年齢引下げの問題を
考える際の前提事項についても時間
をかけて解説を行いました。その上
で，成年年齢が引き下げられた場合
に想定される被害や，それを防ぐた
めの消費者教育は十分になされてい
るのかについて，消費者白書や消費
生活年報，文部科学省の消費者教育
に関する取組状況調査といった，こ
れまで公表されている統計の数値を
引用しながら報告しました。
3 　当委員会民法成年年齢引下げ問
題対応PTからの報告
　基調報告の後，日弁連消費者問題
対策委員会民法成年年齢引下げ問題
対応 PT座長の平澤慎一会員（東京）
より，「民法の成年年齢引下げの問
題の現状および議論状況」と題する
報告がありました。
　この報告では，成年年齢引下げの
問題は「緊急で重大な問題」である
との問題提起がなされるとともに，
2009年10月の法制審議会における最
終報告書等に触れつつ，成年年齢引

下げの問題についての現在までの議
論状況や問題の所在について説明が
なされました。
　この中では，成年年齢を引き下げ
た場合，未成年者取消権による保護
の対象から外れることになる18歳，
19歳の消費者被害が拡大するおそれ
が大きいこと，自立困難な若年者の
困窮が増大し得ること，成年に達し
た高校生が出現することで高校教育
現場における生徒指導が困難なもの
になり得ること等現在想定されてい
る具体的な問題について説明がされ
ました。また，法制審の最終報告書
でも成年年齢を18歳に引き下げるの
が適当であるとする一方で，引下げ
は「若年者の自立を促すような施策
や消費者被害の拡大のおそれ等の問
題点の解決に資する施策が実現さ
れ」，「国民への浸透の程度やそれに
ついての国民の意識を踏まえ」て実
施されることが必要であるとされて
いるにもかかわらず，現状では若者
の消費者被害拡大を防止するための
特段の手当がなされていないだけで
はなく，成年年齢を引き下げること
について国民の合意が形成されてい
るとは到底言えないことから，成年
年齢引下げを行うべき状況には至っ
ていないのではないかといった報告
がありました。
4　リレー報告
　前記報告の後はリレー報告が行わ
れ，①仙台市消費生活センター消費
生活相談員の佐々木菊恵氏より，若
年者の相談の傾向や，未成年者取消
権により若年者が救済された消費者
被害事例について②仙台市立仙台工
業高等学校社会科教諭からは，学校
現場における消費者教育等の実情に
ついて③日弁連消費者問題対策委員
会委員長の瀬戸和宏（東京）より，
成年年齢引下げの問題は社会的に周
知されているとは言い難く，この状
況のまま引下げを進めていって良い
のかよく考えていかなければならな
い等それぞれの立場から報告，意見
が述べられました。
5　会場発言
　最後に，本シンポジウムに出席し

た会場内の一般の方々より，一般市
民としてはそもそも未成年者取消権
の存在を知らないことから，議論の
前提を理解していない者の方が多
く，現行民法下における成人を対象
に消費者教育，啓蒙活動が必要であ
る等の発言がなされました。
6　おわりに
　本シンポジウムでは，弁護士会内
のみならず，宮城県の高校教育課と
も連携して県内各学校にも告知を行
ったことで高校の先生方や生徒さん
にもご参加いただくことができまし
た。
　成年年齢引下げは，高校や大学，
あるいは各家庭が当事者となる問題
であるにもかかわらず，学校の先生
や保護者にはまだ十分な問題意識が
育っていないように思います。今後
は，今回のように学校や行政と連携
しつつ，より多くの方を巻き込んで，
運動を展開していくべきと感じまし
た。
　加えて，会場発言でも，「議論の前
提がよく分かっていなかった」と
の声が聞かれたことからも分かると
おり，成年年齢引下げ問題は，当事者
である一般市民に問題の所在が分か
りにくいという課題があります。今
後，法律の専門家以外の人々を巻き
込んで運動を展開していく際には，
法律の知識等の前提知識が全くなく
とも問題点が理解できるよう，問題
を基本から平易な言葉で語ると同時
に，統計等の数値を使用する等，理
解しやすい手法で広く周知していく
ことが重要になると考えます。

　　
　　　林屋陽一郎（仙台）

リ ポ ー ト

仙台弁護士会シンポジウム「民法の成年年齢引下げを考える
～18歳成人で本当にいいの？～」
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1 　「消費者教育の推進に関する基
本的な方針」について
　2013年に閣議決定された「消費者
教育推進に関する基本的な方針」（以
下「基本方針」といいます。）が，
本年３月20日付けで変更されまし
た。変更された基本方針は，平成30
年度から平成34年度を対象とするこ
とになります。以下，変更された基
本方針について概要を説明します。
　なお，基本方針の変更に先立ち，
日弁連では，本年１月26日付けで，
「『消費者教育の推進に関する基本的
な方針』の変更案に対する意見書」
を発出しております。
2　消費者教育推進の意義
　消費者教育は，消費生活に関する
知識を習得し，適切な行動に結び付
けることができる実践的な能力を育
むために，また，消費者市民社会の
形成に参画し，その発展に寄与する
ことができる消費者の育成を目指
し，行われるものとされています（消
費者教育推進法第3条1項及び2項）。
　被害に遭わない消費者，合理的意
思決定ができる消費者の育成はもち
ろん，社会の一員として，より良い
市場と社会の発展のために積極的に
関与する消費者の育成のための教育
が求められています。
　なお，基本方針に明記されている
わけではありませんが，消費者教育
による消費者の「自立」の結果とし
て，「自己責任」が強調され，消費
者の権利が制限されることがあって
はならないと考えます。
3 　消費者教育推進の基本的な方向
⑴ 　消費者教育の体系的推進のため
の取組の方向
　基本方針は，消費者教育は幼児期
から高齢期までの各段階に応じて体
系的に行うべきとしています。すな
わち，学校，地域，家庭，職域等の
ライフステージに応じた様々な教育
の場を活用して，効果的に行われる
とともに，それぞれのライフステー
ジにおける消費者教育のイメージ
が，様々な主体において共有される
ことが重要です。加えて，消費者の
年齢，性別，障害の有無，消費生活
に関する知識の量等，消費者の特性
を踏まえた消費者教育の方法や内容
の工夫が必要です。
　また，基本方針では，国が，消費
者市民社会の構築に向けた情報提供

を積極的に行うとしています。持続
可能な開発目標（SDGs）等，消費
活動が環境問題や経済社会に与える
影響を自覚して行動することの重要
性に関する認識が高まっており，国
による積極的な施策が期待されま
す。
⑵　各主体の役割と連携・協働
　国と地方公共団体，消費者行政と
教育行政，地方公共団体と消費者団
体や事業者等の各連携を図り，ネッ
トワークを構築することは，地域特
性に応じた消費者教育を効果的・効
率的に実施する上で重要です。基本
方針は，これらの重要性を説明した
上で，消費者教育推進地域協議会を
連携の結節点と位置づけています。
　なお，既に多くの都道府県や市町
村において，消費者教育推進地域協
議会が設置されていますが，同協議
会の枠組みを利用したネットワーク
化にあたっては，協議会の構成員を
適切に選定する等，連携や情報共有
を実質的に機能させるための仕組み
作りが重要であると考えます。
⑶ 　他の消費生活に関連する教育と
の連携推進

　消費者教育推進第法第3条7項で
は，消費生活に関連する教育との有
機的な連携を図ることが求められて
います。
　基本方針では，環境教育，食育，
国際理解教育，法教育，金融経済教
育，主権者教育等と消費者教育との
間の関係や連携の必要性について，
具体的な説明を加えています。
4　消費者教育推進の内容
⑴　様々な場における消費者教育
　小・中・高校・特別支援学校等に
おいては，昨年から今年にかけて改
訂された学習指導要領に基づき，社
会科や家庭科を中心に，各教科等に
おいて充実した消費者教育が行われ
るよう努めるとされています。
　大学・専門学校等においては，消
費者教育に関する科目等の開設を大
学等に期待するとともに，特色ある
取組事例や課題等の情報を国が提供
するとしています。
　地域社会においては，消費生活セ
ンターを地域における消費者教育の
推進拠点とすること，公民館や図書
館等の社会教育施設等の活用，高齢
者見守りネットワークの活用等が掲
げられています。

　家庭においては，お小遣いを使う，
買い物を手伝う，家庭内でのルール
作り，食品表示の読み取りなど，家
庭や日常生活における実践的な消費
者教育が重要とされています。
　職域においては，事業者に期待さ
れる取組として，従業者に対する消
費者教育（新入社員向けの情報提供
等），コンプライアンスの強化，
SDGs やエシカル消費（倫理的消費）
の概念の普及等を掲げています。
⑵　コーディネーターの育成
　消費者教育を担う多様な関係者や
機関をつなぐためのコーディネータ
ーを幅広い分野（消費生活相談員，
元教員等）から求め，消費生活セン
ター等が拠点となって，コーディネ
ーターの育成及び配置に取り組むと
しています。
　これにより，消費生活相談員，弁
護士，司法書士等の外部人材の活用
につながることも期待されます。
5　当面の重点事項
　基本方針では，当面の重点事項と
して，①民法の成年年齢引下げの検
討が進められている事を踏まえた若
年者への消費者教育，②消費者の特
性に配慮した体系的な消費者教育の
推進，③高度情報通信ネットワーク
社会の発展に対応した消費者教育の
推進の3点を掲げています。
　①に関連して，消費者庁は，今回
の基本方針の変更に先立って，「若
年者への消費者教育の推進に関する
アクションプログラム」を策定し，
2020年度までに全ての高校で消費者
教育教材を活用した授業の実施など
を目指すとしています。
6　最後に
　基本方針は，「国の施策の方向性
を目指すとともに，地方公共団体，
消費者，消費者団体，事業者，事業
者団体等の消費者教育の担い手にと
って，指針となることを目指す」と
されています。
　消費者教育の担い手は幅広く存在
しますが，基本方針は，各人に期待
される役割を確認するとともに，担
い手間の連携や情報共有にも役立つ
内容となっています。

消費者教育・ネットワーク部会
副委員長　江花史郎（新潟県）

リ ポ ー ト

「消費者教育の推進に関する基本的な方針」の変更について
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リ ポ ー ト

サブリースを前提とするアパート等の
建設勧誘の際の規制強化を求める意見書  
1 　サブリースを前提とするアパー
ト等の建設勧誘の現状
　近時，建設業者等が，土地所有者
等にアパート等の建設を勧誘し，融
資を受けさせ，その所有する土地に
アパート等の建設を行わせる営業が
広く行われるようになってきてお
り，このような営業は，貸家業の経
験がある者だけでなく，そのような
経験のない個人に対しても広く行わ
れています。建設業者等は，建設工
事を請け負うことさえできれば，ア
パート等の建設により多額の収益を
上げることができますが，アパート
等建設後の諸リスクを負担するもの
ではありませんので，建設工事を受
注するために事業計画やリスクを甘
く見積もり，収益が得られることが
積極的に示されることになるおそれ
が構造的にあります。
　このような問題状況は，建設業者
が顧客にアパート等建設の企画提案
を行う場合に，顧客に提示する事業
計画等において，サブリース契約に
よる賃料収入の確保が予定されてい
るとき等，サブリースを前提とした
アパート等の建設勧誘の場合にはよ
り顕著になります。
　特に，サブリース業者と同一ない
し関連会社である建設業者等が「土
地活用」などと称して，それまでサ
ブリースによる「土地活用」など考
えていなかった土地所有者等に対
し，「空室や家賃滞納にかかわらず
家賃保証します」「原状回復費用の
負担はありません」「相続税対策に
なります」「ご自身さらには次世代
の自己年金となります」等の勧誘を
行い，土地所有者等に誤認させて契
約させる事例について多数の相談が
寄せられ，複数の訴訟が提起されて
いる状況にあります。
2　規制の現状
　建設業者は，建設業法により規制
されていますが，建設業法は基本的
に建設の適正を確保する法律であ
り，建設工事請負契約の受注の際の
情報提供に関する規律すら，整備さ
れていません。現状，建設業者によ

るアパート等の建設勧誘には，何ら，
規制はされていない状況にありま
す。
　サブリース業者に関連するものと
して，国土交通省の賃貸住宅管理業
者登録制度があります。国土交通省
は，2016年９月１日施行の告示によ
って，賃貸住宅管理業務処理準則を
改正し，サブリースの契約締結前に，
貸主に説明すべき重要事項として，
将来の借上家賃の変動に係る条件を
明記することを定めました。しかし，
この準則は，修繕費等の対象物件の
維持管理に係る事項を明記していな
い上，任意の登録制度に過ぎず，賃
貸住宅管理業者登録をしていないサ
ブリース業者には適用されません。
また，サブリースによる借上保証を
うたい，地主にアパート建設を勧め
るのはサブリース業者と同一ないし
関連会社である建設業者ですが，建
設業者に対しては，準則は何らの法
的拘束力を持ちません。国土交通省
は，通達で，賃貸住宅管理業者と同
一の者がサブリースを前提とした賃
貸住宅を建設する場合又は賃貸住宅
管理業者と連携した他の者（同一グ
ループの会社等）がサブリースを前
提とした賃貸住宅を建設する場合，
当該賃貸住宅の建設に係る契約をす
る段階から将来の借上家賃の変動等
について，土地所有者等に十分な説
明を行うことが重要であるとして，
「関係者の理解のもと，建設に係る
契約の段階からの適切な対応をお願
いします。」としていますが，単な
る奨励にすぎず，法的拘束力はあり
ません。
　アパート等の建設勧誘，とりわけ
サブリースを前提とした建設勧誘の
ほとんどの場合において，対象物件
建設の際は，金融機関による融資が
なされますが，土地所有者等は，融
資を受けてアパートを建設するリス
クの説明を受けることがないまま，
毎月の返済額以上の収益が得られ，
なおかつ相続税対策にもなると信じ
て融資を受けてしまっている問題が
あります。社会的実態として，融資

契約が事実上不可欠の要素であるこ
とからすれば，金融機関にも，貸家
業の事業リスク説明について，融資
に当たって金利上昇や空室・賃料低
下等のリスクを適切に理解するよ
う，適切な情報提供，ないし注意喚
起が求められます。金融庁はその必
要性を呼び掛けるものの，具体的な
規制は整備されていません。
3　意見書の概要
　これらの現状を受け，2018年２月
15日付けで，日弁連として標記意見
書を国土交通大臣及び内閣府特命担
当大臣（金融）に提出しました。
　意見の趣旨は，以下のとおりです。
⑴　国土交通省は，サブリース業者
と同一ないし関連会社である建設業
者がサブリースを前提とした賃貸住
宅の建設を勧誘する場合，建設業者
は，建設工事請負契約締結前に，注
文主となろうとする者に対し，①将
来の家賃収入が保証されているもの
ではないこと，②金融機関からの融
資完済までの賃貸住宅の維持修繕内
容，これにかかる費用及び請負代金
額を含めた投下資本回収のために必
要な月額賃料額，③相続税の軽減と
ともに事業収支の成否を併せて検討
する必要があることを説明すべきこ
とを，法令上の義務とすべきである。
⑵　賃貸住宅管理業者登録制度を義
務的登録制度とする法整備（または
少なくともサブリース業者について
義務的登録制度とする法整備）を行
うとともに，サブリース業者である
登録業者に対しては，上記と同様の
説明義務を課すべきである。
⑶　金融庁は，銀行法施行規則にお
いて，金融機関が，賃貸住宅のロー
ンの融資に際し将来的な賃貸物件の
需要見込み，金利上昇や空室・賃料
低下リスク等を説明すべきことを明
記すべきである。
　今後も動向を注視していく必要が
あります。

金融サービス部会
副委員長　荒井哲朗（東京）
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1　はじめに
　日弁連は，2018年３月15日付けで
標記意見書を公表しました。
2　遺伝子組換え食品の現状
　遺伝子組換え農作物の作付面積は
世界的に増加しており，主要な栽培
作物は，大豆，とうもろこし，わた
（綿実），なたねですが，日本は，こ
れら4品目のほとんどを輸入に頼っ
ている上，これらの主な輸入国にお
ける遺伝子組換え農産物の作付面積
割合は非常に高く，輸入された農産
物の多くは遺伝子組換え農産物であ
ると言える状況となっています。
　こうした遺伝子組換え食品を輸
入・販売する際には，必ず食品衛生
法に基づく安全性審査を受けること
となっており，2018年２月23日現在，
安全性審査が終了し公表された遺伝
子組換え食品は，上記4品目を含む8
農産物，318品種です。
3 　現在の遺伝子組換え表示制度に
ついて
　食品表示基準（平成27年内閣府令
第10号）に基づき，前述の8農産物
及びこれらを原材料とする33加工食
品群等が遺伝子組換えの表示義務の
対象となっています。
　しかし，義務表示には広く例外が
認められています。
　たとえば，遺伝子組換え農産物を
原材料としていても，加工後に最新
の検出技術によっても組み換えられ
たDNA及びこれによって生じたタ
ンパク質が検出できない加工食品
（大豆油，しょうゆ，コーン油，異
性化液糖等）は，「遺伝子組換えで
ある」旨の表示義務はありません（表
示義務の例外①）。
　また，大豆及びとうもろこしは非
遺伝子組換え農作物の分別生産流通
管理が適切に行われたとしても，遺
伝子組換え農産物の一定の混入の可
能性があるとして，「意図せざる」
混入率が5％以下であれば「遺伝子
組換え不分別」である旨の表示義務
はないとされています（表示義務の
例外②）。
　さらに，加工食品の義務表示の対

象は，遺伝子組換え農産物が原材料
に占める重量割合上位3位以内で，
かつ，全重量の5％以上を占める「主
な原材料」に限定され，これに当た
らない原材料は表示義務を免れます
（表示義務の例外③）。
　他方で，「遺伝子組換えでない」
旨は，任意表示とされていますが，
混入率5％以下であれば表示が許さ
れています。
4 　遺伝子組換えに関する食品表示
の抜本的な見直しの必要性

　国による安全性評価がなされてい
るとはいえ，遺伝子組換え食品は新
しく開発された食品であるため，人
体に対する中長期的な影響が未解明
であるが故の不安や，生物多様性に
対する悪影響の心配などから，でき
れば遺伝子組換え食品を避けたいと
いう意向を有する消費者もいます。
実際，消費者庁が取りまとめた「平
成28年度食品表示に関する消費者意
向調査報告書」（平成29年２月付け）
によれば，「食品衛生法に基づく安
全性審査を経て流通しているもので
あっても，遺伝子組換え食品につい
て，不安がありますか」という問い
に対し，「不安がある」，「不安はな
い」，「気にしていない」，「分からな
い」，「その他」といった選択肢の中
から「不安がある」と回答した者は
4割を超え，「不安がある」，「不安は
ない」と回答した者のうち8割以上
が遺伝子組換え食品を忌避している
という結果が出ています。
　当該食品が遺伝子組換えであるか
否かは，消費者の食品の自主的かつ
合理的な選択のために必要な情報で
あり，その表示に当たっては正確な
情報である必要性が高く，消費者に
誤認を与えるものであってはなりま
せん。しかし，現行の表示制度は表
示と内容が一致しておらず，実際に
は消費者にとって，遺伝子組換え農
作物が使用されているのに使用され
ていないとの誤認を招くものとなっ
ています。なお，韓国やオーストラ
リア，ニュージーランド，EUの表
示規制は日本よりも厳しいものとな

っています。
5　意見書の趣旨
　そこで，意見書では以下の5点に
ついての見直しを求めました。
　まず，遺伝子組換え農作物を原材
料としている加工食品については最
終製品での科学的検出の可否や主な
原材料であるか否かによらず全てに
「遺伝子組換え」表示を義務付けるこ
と（意見の趣旨1，2），次に，分別生
産流通管理がされていない場合も，
実質的に遺伝子組換え農産物の割合
が非常に高いときには，遺伝子組換
えである旨の表示を義務付けること
及び「遺伝子組換え不分別である」
旨の表示の意味を消費者が理解しや
すいものとすること（意見の趣旨3），
さらに，分別生産流通管理が確認さ
れた農産物について，「意図せざる混
入」として，「遺伝子組換え」及び「遺
伝子組換え不分別」表示が免除され
る場合を，諸外国の例を参考に，現
行の「5％以下」から早期に3％以下
までに限定し，その後更に0.9％以
下までに限定すべきこと（意見の趣
旨4）を求めました。また，任意表
示である「遺伝子組換えでない」と
いう表示が許されるのは，混入率0
％（検出限界以下）の場合のみとす
ることを求めました（意見の趣旨5）。
6　結語
　2017年４月に消費者庁では遺伝子
組換え表示制度に関する検討会が設
置され，遺伝子組換え表示制度の見
直しが検討され，2018年３月28日付
けで同検討会報告書が公表されまし
たが，上記の表示義務対象範囲の例
外及び「遺伝子組換え」表示が免除
される混入率について現状を維持す
るものとなっており，消費者の誤認
を防止するためには極めて不十分な
内容となっています。消費者庁は，
消費者の自主的かつ合理的な選択を
実質的に確保できるように，再度遺
伝子組換え表示制度の見直しを行う
べきです。

食品安全部会
副委員長　船江莉佳（第二東京）

リ ポ ー ト

遺伝子組換え食品の適正な表示を求める意見書  
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事 情件 報

１ 　本件は，前橋市が行った滞納処分として給与振込先口
座の貯金債権の差押処分が，地方税が準用する国税徴収
法第76条（給与債権の一部差押禁止）の脱法行為であり
違法とされた事案です。

２ 　前橋市内に居住する単身世帯のＡ（男性，50歳代）は，
ダブルワークにより給与手取り月額合計11万円程度を得
ていましたが，同市に対し国民健康保険税等の滞納（本
税97万円余，延滞税64万円余）があり，月額1万円の分
納を5年以上継続していたところ，平成27年２月から分
納額を月額2万円に増額するよう指導されたものの，こ
れに従わなかったため，同市は，同年３月以後，Ａの給
与振込日に給与振込先口座の貯金債権について滞納処分
による差押処分を行うようになりました。そして，同年
６月には5万円，同年７月には貯金残高全額（7万6226円
＝振込給与額全額）を差し押さえました（以下「本件差
押」といいます）。

３ 　本判決は，差押禁止債権の預金口座への振込みに係る
預金債権は，差押禁止債権としての属性を承継しない旨
の最高裁平成10年２月10日判決（金融商事判例1056-6）
を前提としながら，国税徴収法が，最低限の生活維持の
ため給与等の一部を差押禁止とした趣旨はできる限り尊
重されるべきとして，「滞納処分庁が，実質的に法76条1

項，2項により差押えを禁止された財産自体を差し押さ
えることを意図して差押処分を行ったものと認めるべき
特段の事情がある場合には，上記差押禁止の趣旨を没却
する脱法的な差押処分として，違法となる場合がある」
と判示し，本件差押えについて，前橋市がＡの貯金債権
の原資が給与であることを認識しつつ，給与が振り込ま
れた当日に差押処分を行っていることから上記特段の事
情を認め，脱法的な差押処分であり違法であるとし，差
押額全額（12万6226円）を不当利得として返還するよう
命じました（悪意の受益者性については否定）。その上で，
本判決は，前橋市長には，脱法的な差押処分を行っては
ならない職務上の注意義務に違反した過失があるとし
て，国賠法第1条第1項に基づき慰謝料（5万円）及び弁
護士費用（5千円）の賠償を命じています。
４ 　本判決は，自治体による滞納処分が過酷執行（違法な
滞納処分）に及ぶことに警鐘を鳴らすものであり，同種
事案の救済に当たり参考になるものと思います。なお，
同種の判例として，広島高裁松江支部平成25年11月27日
判決（金融商事判例1432-8），前橋地裁平成30年２月28
日判決（公刊物未登載）があります。

吉野　晶（群馬）

群馬 地方税の滞納処分による貯金債権の差押処分が違法とされた事例
（前橋地裁平成30年１月31日判決（確定））

　2018年２月５日，消費者支援群馬ひ
まわりの会（以下「当会」といいます）
が全国17番目の適格消費者団体に認定
されました。
　当会は，1982年群馬県の桐生市にお
いて，多重債務被害対策を行う団体とし
て発足しました。その後2008年に特定
非営利活動法人となり，全国クレジット・
サラ金被害者連絡協議会の一員として，
多重債務被害等を中心に活動してきまし
た。これらの活動の甲斐もあり，2010
年の貸金業法完全施行がなされ，徐々に
クレサラ被害も減少傾向となりました。
そこで，団体の活動を広げ，2014年，
適格消費者団体を目指す活動を開始しま
した。
　この背景には，関弁連の消費者問題対
策委員会において，「空白地域に適格消
費者団体を作る」というテーマが設定さ
れたことが大きく影響しました。当初の

研究段階では，各地とも適格消費者団体
を作れるような地域はない，負担が大き
いといった状況で，活動が開始するムー
ドはありませんでした。しかし，毎回，
各地の活動報告の時間が作られ，いつの
間にか，①核となる団体関係者を交えて
シンポジウム等をやる，②交流を深め，
規約等の枠組みを作ってしまう，といっ
た「まずは動いてみる」という流れがで
きました。振り返れば，その流れに最初
に乗らされたのだと思います。
　さて，当会が認定を目指して最初に申
入れを行ったのは，特定継続的役務提供
の中途解約について，特商法違反の違約
金条項を定めた事案でした。事業者から，
「違約金条項を是正する」との回答がな
されたため，一同で活動の意義を実感し
たのを覚えています。私自身，当会の活
動を紹介する度にこの「実績」を報告し
てきました。ところが，実際には，法律

違反の違約金条項は，何ら変更されてお
らず，認定後間もなく，同種の被害情報
が提供されたのでした。約束に違反した
場合のペナルティーがなければ，悪質事
業者の違法行為を止めることは到底でき
ないと，改めて適格消費者団体の必要性
を実感しました。
　認定に至るまでは，合計8件の差止め
に関する申入れを行いましたが，多くの
事業者から回答を拒否又は無視されてい
ました。リアクションがないと，モチベ
ーションを維持することは大変でした
が，連絡協議会への参加等，同志の皆様
に救われ，励まされたと思います。この
場をお借りし，御礼申し上げるとともに，
今後の活動においても変わらぬご指導を
賜りたくお願い申し上げます。

　　
　　　舟木　諒（群馬）

17番目の適格消費者団体　消費者支援群馬ひまわりの会
翔 間た く 仲
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消 費 者 問 題

文献 介紹事催・
文献紹介  先端消費者法問題研究―研究と実務の交錯―

　本書は，適格消費者団体NPO法人消費者市民ネットとうほく
が，同団体に所属する研究者と弁護士を講師として隔月で開催し
ている「消費者被害事例ラボ」で取り上げたテーマを中心に，そ
の研究成果を取りまとめた書籍です。最新の消費者法に関わる問
題について，研究者が理論的に解明し，法的課題を提起するとと
もに，弁護士・消費生活相談員等の実務家が主に現場でどのよう
に対応していくのかという視点から解説をしており，単なる研究
論集に止まらない研究者と実務家とのコラボレーションの試みと
なっています。取り上げているテーマも，民泊制度やNHK受信

料等，いずれも今日的に重要なもの，社会
的に関心の高いものとなっており，参考に
なるものと思われます。多くの方に手に取
っていただきご活用いただくことを期待し
ています。
A5判　270頁／3672円（税込）
発行　民事法研究会
適格消費者団体　特定非営利活動法人
　　　　　　　　消費者市民ネットとうほく編

催 事  シンポジウム「銀行カードローン問題を考える」

日　時　2018年6月7日㈭　午後5時30分～午後8時
場　所　弁護士会館17階1701会議室
主　催　日本弁護士連合会
問合先　日本弁護士連合会人権第二課　03-3580-9508

　貸金業法の適用がない銀行カードローンの過剰融資が社会問題となっています。日弁連は，銀行カードローンにおける過剰融資規制を求める意見
書を公表し，アンケートやホットラインを行うなど，この問題に取り組んできましたが，現時点では全銀協における自主規制が行われるに留まって
います。そこで，自主規制の限界，あるべき法規制等について問題と課題を浮かび上がらせ，過剰融資を防止する契機とするため，本シンポジウム
を企画しました。本シンポジウムでは，当委員会委員からアンケート調査等を報告し，金融庁・全銀協担当者からこれまでの取組についてご報告い
ただきます。その上で，あるべき法規制について研究者・経済アナリスト・マスコミ関係者を交えてパネルディスカッションを行います。充実した
シンポジウムとなるよう準備をしているので，是非ご参加ください。

催 事  第29回日本弁護士連合会夏期消費者セミナー「仮想通貨と消費者」

日　時　2018年7月14日㈯　午後1時～午後5時30分
場　所　仙台弁護士会館（宮城県仙台市青葉区一番町2-9-18）
問合先　日本弁護士連合会人権第二課　03-3580-9509
※人数等の把握のため，事前申込みに御協力いただければ幸いです。詳細は日弁連HPを御覧ください。

　近年急速な広がりを見せている仮想通貨ですが，資金決済法による手当はなされているものの，投機目的での利用に関する規制はなされていない
など十分な規制がないばかりか，法的問題の考察も議論があります。そこで今年は，仮想通貨について造詣の深い学者や弁護士を招き，仮想通貨の
存在によって引き起こされる消費者被害や，新たに考察する必要のある法律問題について検討したいと考えております。是非ご参加ください。

催 事  シンポジウム「地域で防ごう!消費者被害 the 総括」～各地に広がる !被害防止の工夫と連携～

日　時　2018年8月3日㈮　午後5時30分～午後8時
場　所　弁護士会館17階1701会議室
問合先　日本弁護士連合会人権第二課　03-3580-9507

　2017年2月の東京を皮切りに“消費者被害の予防・救済制度で成果を得るには，地域での消費者団体・高齢者団体等との連携が必要である”との
問題意識から，全国9か所で開催された連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害」は，2018年2月の広島で1つの区切りとなりました。今後の
当連合会の消費者問題に対する取組を進展させ，全国各地での更なる消費者被害防止・救済活動につなげていくために，これまでに開催した連続シ
ンポジウムを総括するのがこのシンポジウムです。なお，連続シンポジウムは9か所以外の単位会にも実施を呼びかけており，既に，京都，奈良，
神奈川，熊本，兵庫で開催されているほか，埼玉（6月17日），千葉（11月10日）でも開催予定です。多くの皆様のご参加をお願いします。

　度々話題に上りますが，民法改正と消費者救済，
成年年齢の引下げの問題などなど消費者にまつわ
る課題は尽きることがありません。
　さて，本ニュースを発行しております「ニュー
ス出版部会」が企画・実施する今年7月開催の「夏
期消費者セミナー」は，仮想通過をテーマとして
取り上げることとなりました。今年は，コインチ
ェックの問題が世間を騒がせ，4月からは仮想通

過交換業者には登録が必要とされることとなりま
したが，仮想通貨に関する課題，実務上の問題は
山積しております。そして，私自身としては，仮
想通貨を巡るトラブル等は，これから少なくなる
ことはないのではないかと考えており，日々，知
識の集積，研鑽等を怠らないようにと自戒してお
ります。
　日々の業務等で，なかなかじっくりと課題と向

き合う時間がない中，本セミナーに参加していた
だき，仮想通貨に対する理解を深め，今後の問題
解決等の一助にしていただければと思いますの
で，是非，多くの皆様のご参加をお待ちしており
ます。

斎藤美淳（三重）
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