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1 はじめに
2019年5月18日（土）午後1時から
昨年に引き続いて日弁連と兵庫県弁護
士会の共催で標記シンポジウムが開催
されました。
2 基調講演「消費者被害の予防・

救済成果と展望」
野々山宏会員（京都）から，「高齢者

だけでなく若年者に対しても消費者被
害防止のための連携が必要になってい
るところ，連携に向けた『地域で防ごう
消費者被害』のシンポジウムは全国18
都道府県で21回を数え，これが消費者
の連携のきっかけになっており，これに
伴い訪問販売お断りステッカーの広が
りや地方自治体の条例改正の取組も
進んでいる。見守りネットワークの構築と
実質化もあるので，このような確実に広
がっている連携とその成果を踏まえ，さ
らに連携への取組を進めていきたい」と
の報告がありました｡
₃ 落語等から被害防止ポイントを

学ぶ
上方落語協会の桂三若師匠によっ

て｢防犯落語」が演じられました。防犯
落語は昨年に引き続いて大好評で，来
場されていた一般の方も含め，笑いな
がら消費者事件の本質をつかむことが
できました。
₄ 地域や団体の取組報告
兵庫県警，兵庫県立消費生活総合

センターからの報告，また，兵庫県弁護
士会消費者保護委員会からコラボス

テッカーの報告，同高齢者・障害者総
合支援センターから連携の報告がありま
した。
報告では連携の広がりが多く指摘さ

れていましたが，確実に連携は広がって
いる，と言えるのでしょうか。これは弁護
士会と弁護士が消費者被害救済の中
心にいないことを示すのではないでしょ
うか。消費者相談と被害救済の場には，
まず各地の消費生活センターがフロント
に立っていて，弁護士会はそこから外
れているというのは日本独特の制度の
せいです（韓国や豪州は異なります。）。
それにしても，弁護士の関与と寄与が
低すぎます。少なくとも消費者問題に関
しては「弁護士は敷居が高いという殻」
を破り，弁護士が被害防止と被害救済
のフロントに立たねばならないし，そのた
めの工夫が必要です。
5 まとめ
「2回目のシンポジウム」をもし開催し
ていなければ，更に兵庫県の消費者問
題に対する意識は下がっていたかもし
れません。そこで，催しの中身について
は今以上に面白く，かつ短くしなければ
なりません。
このようなシンポジウムの参加者を増
やすには，我々弁護士が他の消費者団
体，自治体，高齢者団体，地域包括，国
会議員や地方議員，多くの関連団体に
積極的に普段から関わる必要があるよ
うに思います。そして，このような成果が
毎年1回のシンポジウムに結実して，当

事者意識を持った県内の多くの人がこ
のシンポジウムに押しかけて会場が溢
れかえるほどになることを願っています。
シンポジウムは，「我々のスタートライ

ンは2015年10月の特商法の逆転の
パブリックコメント（いわゆる545対3万
9428）にあります。消費者被害を防ぐ
には諸外国と同様，ドゥーノットコール制
度とドゥーノットノック制度を作り，見守り
ネットワークを実質化させねばなりません
（なお兵庫県は42市町村で全国一で
す）。『票にならない，金にならない』とい
う国会議員・地方議員の意識を根底か
ら変えさせねばなりません。高齢消費
者を始め，消費者が悪質業者によって
深刻な被害を受けているのにこれを放
置することは国家の品格に関わるという
強い意識を持って来年に向けて今日か
ら頑張っていく所存です。いつの日か
不招請勧誘禁止の法律が出来る日ま
で共々頑張りましょう」との筆者の閉会
挨拶をもって盛会裡に終了しました｡

           山﨑省吾（兵庫県）

連続シンポジウム
「地域で防ごう！ 消費者被害inひょうご  パート２」

リ ポ ー ト
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シンポジウム
「来週施行！ 事例で学ぶ改正消費者契約法」

リ ポ ー ト

1	 2019年6月7日（金）午後6時から，
日弁連会館において，日弁連主催で
標記のシンポジウムが開催されまし
た。本シンポジウムの趣旨は，消費者
契約法2018年改正の施行がシンポ
ジウム開催日の翌週に迫ってきたこと
から，改正法の内容を解説し，これを
具体的な実務の現場でどのように適
用していくかについて具体的事例を
基に検討することで，実務における
改正法の活用を推進するとともに，改
正法の内容を広めるというものでした。
なお，消費者契約法は2016年にも
改正されていますので，今回の改正
が第2次改正ということになります。
	 	 会場には，消費者問題に取り組む
弁護士のほか，消費生活センターな
どで一般消費者からの消費生活相
談を受けている相談担当者など多数
の方々が訪れました。

2	 シンポジウムでは，まず，主催者で
ある日弁連を代表して，小池達哉副
会長から開会の挨拶がありました。
その後，第1部として，当委員会の委
員である増田朋記会員（京都）が，
2018年消費者契約法改正の概要に
ついて，基調報告を行いました。
	 	 2018年改正は，①不当な勧誘が
あった場合に消費者契約法により取
り消すことができる6類型が追加さ
れたこと（同法4条3項3～8号），②
不当な契約条項として無効となる対
象類型が追加されたこと（同法8条），
③契約条項の作成や情報提供に関
して事業者の努力義務を規定したこ
と（同法3条）が主な内容となってお
り，特に，前記①の取り消すことので
きる類型が増えたことが重要なポイン
トです。増田会員からは，30分という
限られた時間の中で，改正法の条文
の内容や要件の解釈について，改正
に至る経過や改正法に関する国会
での議論等も踏まえた丁寧な解説が
なされました。また，増田会員からは，
取消権を規定した前記①の内容に
ついて，条文上の形式的な文言にと
らわれすぎず，要件は柔軟に解釈さ
れるべきとの指摘がなされました。

3	 次に，第2部として，本シンポジウ

ムのメインであるパネルディスカッショ
ンが行われました。パネルディスカッ
ションでは，実際にあった3つの相談
事例を取り上げて，その事案に即し
た形で前記①の改正法の適用を具
体的に検討するとともに，その適用に
当たって生じた疑問点が議論されま
した。コーディネーターは，第1部で
基調報告を行った増田会員，パネリ
ストは，後藤巻則氏（早稲田大学大
学院法務研究科教授），石田幸枝氏
（公益社団法人全国消費生活相談
員協会理事），当委員会委員の釜谷
理恵会員（第一東京），吉村健一郎
会員（第一東京），当委員会幹事の
大塚陵会員（東京）でした。
	 	 各事例について，まずは，釜谷会
員，大塚会員，吉村会員から，事案
の概要，改正法の適用に関する当て
はめの解説がそれぞれなされました。
それを受けて，石田氏からは，SNS
を通じた消費者被害が増えている
という近年の相談内容の傾向や改
正法の要件の当てはめに関する疑
問点などが示されました。各条文の
要件の解釈については，後藤氏から，
不当な契約から消費者を保護するた
めに，条文の細かい要件を厳しく捉
えて当てはめる必要性はないこと，条
文の文言のみにとらわれず，できる限
り柔軟に要件を解すべきことという見
解が示されました。
	 	 パネルディスカッションの締めくくり
として，後藤氏からは，取消権に関
する今後の更なる類型の追加の必
要性が提言され，石田氏からは，条
文の要件について，適用になる範囲
が狭いのではないかと考えていたが，
要件を柔軟に解釈すべきということを
聞いて安心したといった発言がありま
した。これを受けて，増田会員からも，
不当な契約を締結した消費者は救
済されるべきで，そのために1つ1つ
の文言にこだわる必要なく，今後，改
正法を活用していくべきとの指摘がな
され，パネルディスカッションは終了し
ました。

4	 その後，第3部として，当委員会幹
事の大高友一会員（第一東京）から，

「消費者契約法第3次改正に向け
て」と題して報告がなされました。
	 	 報告では，2018年改正は，取り消
し類型が6類型から12類型に増え
るなど一定の成果があったものの，
2016年改正と2018年改正によって
積み残された論点が2018年改正の
参議院附帯決議において明記され
ていること，そのうち，第9条の改正と
つけこみ型不当勧誘の取消権の創
設は，2018年の改正法成立から2年
以内に必要な措置とされていることな
どの解説がなされました。また，このよ
うな状況下において，今後，日弁連と
しても，第３次改正に向けて，改正の
方向性を提言するなど，積極的に活
動をしていくとの決意が示されました。
	 	 そして，最後に，当委員会委員長
である黒木和彰会員（福岡県）から，
閉会の挨拶があり，改めて2018年改
正の意義や本改正法の積極的な活
用の重要性が再確認されました。

5	 本シンポジウムは，施行が迫った
2018年改正の内容が確認されるとと
もに，事例を基に具体的な当てはめ
や，当てはめに当たっての考え方など
が議論され，消費者問題に取り組む
実務家にとって非常に意味のある内
容でした。そのこともあり，弁護士会
館での参加者が約130人，各地での
テレビ中継による参加者が約110人と，
改正法への関心の高さが際立った
結果となりました。今後，本シンポジウ
ムの内容を活かして，実務において
消費者契約法2018年改正が積極
的に活用されることを望む次第です。

消費者契約法部会　
皿田幸憲（高知）
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クレジット過剰与信規制の緩和に反対する
日弁連意見書

リ ポ ー ト

1 割賦販売小委員会の提案と背景
経済産業省産業構造審議会の割賦
販売小委員会は，2019年2月25日から
5月20日まで約3か月間5回の審議により，
5月29日に「中間整理～テクノロジー社
会における割賦販売法制のあり方～」
を取りまとめました。
その要点は，①少額（利用限度額
10万円以下）のクレジットカードは多重
債務のリスクが低いので，カード発行時
の信用情報機関の照会義務及び残高
情報の登録義務を免除すること，②利
用限度額を問わず，「技術・データを
活用した与信審査」を使用する場合は，
現行法の画一的な与信審査方法である
「支払可能見込額調査義務」（割販
法30条の2第1項）を免除すること，③
独自のＡＩ活用やビッグデータ収集によ
る「技術・データを活用した与信審査」
を利用する場合は，カード発行時の信
用情報機関の照会義務を免除すること
（登録義務は維持），というものです。
こうした提案の背景には，キャッシュレ
ス決済率を現状の約20％から40％に
倍増しようとする政府の政策目標があり
ます。そして，これを実現するための施
策として，中小店舗に端末機の設置費
用を補助することや，消費税引上げの
経済対策として中小店舗でのキャッシュ
レス決済を利用すると消費者に5％ポイ
ント還元するという制度（2019年10月
から9か月間）を実施することなどが準
備されています。さらに，クレジット業界
にＦｉｎＴｅｃｈ企業の参入を拡大するた
め信用情報機関への加盟義務・利用
義務・登録義務の負担を軽減しようとい
う政策的意図が，割賦販売小委員会
の提案につながっています。
2 日弁連意見書の概要等
⑴	 多重債務防止のために弁護士会
を挙げて過剰与信規制強化の法改
正運動に取り組み，2008年に実現し
た割賦販売法の過剰与信規制を根
本的に緩和することに対して，日弁連
は前記小委員会の審議中に5月10日
付けで「クレジット過剰与信規制の緩

和に反対する意見書」を公表しました。
	 	 そもそも2008年改正により信用情
報機関の利用義務・登録義務を定
めたのは，クレジット会社の独自の判
断による与信審査では，多重債務防
止の実効性が確保できなかったこと
に対する反省があったからです。そ
うであれば，仮に支払可能見込額調
査という画一的な与信審査方法とは
別の選択肢を認めるとしても，信用情
報機関に対する照会により他のクレ
ジット会社も含めたクレジット債務額を
把握した上で与信審査を行うことを
義務付けた割販法の過剰与信規制
の根幹を崩すことは許されません。
⑵	 また，10万円以下の利用限度額
の少額与信カードは多重債務のリス
クが低いという議論がありますが，日
弁連が実施してきた破産・個人再生
事件記録調査によれば，負債額が
100万円未満の破産者が，2002年
には1.49％であったものが，2017年
には7.51％と顕著に増加しています。
利用限度額10万円以下のカードでも
多重債務のおそれが低いとは言えな
いのが現状です。
	 	 さらに，成年年齢引下げにより若
年者のクレジットカード利用が一挙に
拡大することが見込まれる中で，利用
限度額10万円以下のカードについて
信用情報機関の照会義務も残高情
報の登録義務もなくなるということは，
多重債務防止の最大のチェック手段
を放棄することになり，若年の多重債
務者の増大を招くおそれが高まりま
す。利用限度額が少額か否かを問
わず，指定信用情報機関への信用
情報の照会義務及び残高情報の登
録義務は，多重債務防止のための
最低限の義務として維持すべきです。
⑶	 そして，「技術・データを活用した
与信審査」の利用というと，個人別の
きめ細かな与信審査というイメージが
ありますが，支払可能見込額調査の
代替手段として合理性が認められる
内容であることが客観的に検証され

たものでない限り，過剰与信規制の
実効性を確保するものとは言えませ
ん。どのような情報（ビッグデータ）を
収集し利用するか，ＡＩ分析の手法に
よりどのような目安で与信判断基準を
設定するかは，結局のところ各社のノ
ウハウであって客観的な検証は不可
能ではないかという指摘があります。
この点について，中間報告書は，行
政等の第三者がチェックすると言い
ながら，解析手法自体について一律
の要件を定めることはしないとしてお
り，また，延滞率等によりチェックすると
言いながら，「いたずらに事業活動を
制約することがないよう，経済環境の
変化等に留意する」と述べています。
	 	 結局，技術・データを活用した与信
審査を利用する場合には，他社のク
レジット債務額を把握しなくても（他社
で滞納があっても），独自情報だけで
与信を認めてよいということになります。

3 割賦販売小委員会の中間整理と
今度の課題
中間報告書では，「技術・データを
用いた与信審査」の場合や少額与信
の場合は，信用情報機関の利用義務
等を免除する方向性が示されたものの，
日弁連意見書を始めいくつかの弁護士
会や消費者団体等から反対の意見書
が提出されたこともあって，照会義務や
登録義務の重要性を指摘する反対意
見を紹介し，また，信用情報機関に運用
やシステムの在り方（残高情報の交流
など）を検証・改善する必要があること
などの課題も指摘した上で，これらを踏
まえた制度の見直しを考える必要があ
ることを指摘しています（中間報告書
23～24頁）。
本年秋から，具体的な制度の見直し

について割賦販売小委員会が再開さ
れる見込みです。今後の審議に対し，
多重債務防止の実効性確保に向けた
世論形成を進める必要があります。各
地での議論と意見表明を期待します。

割販法・特商法部会
池本誠司（埼玉）
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今号は私が当部会に入ってから一度も経験
の無い４面体制となりました。年度替わりの
この時期はシンポジウムが少ないことに加え
て，意見書の掲載数が１件しかないことが影
響しています。

本ニュースの役割は，日弁連消費者問題対
策委員会の活動を取り上げることで，消費者

問題に関心のある弁護士にわかりやすく消費
者問題全体の流れを示すことにあります。本
委員会の活動が益々活性化することを願って
やみません。

本ニュースは，以前は東京三弁護士会では
個別配布し，大阪ではレターケース投函してい
ましたが，予算に限りがあり断念するに至りま

した。2011年以降の消費者問題ニュースのバッ
クナンバーは日弁連ホームページ＊に掲載し
ていますので，そちらをご活用いただけました
ら幸甚です。
＊https://www.nichibenren.or.jp/activity/

human/consumer/consumer_newslibrary.html
　岡田崇（大阪）

消 費 者 問 題

文献・催事紹介
シンポジウム「１８歳になるキミたちへ～海外事例から考えるこれからの消費者教育～」催 事

　2018年6月の民法の一部改正により，2022年4月1日から，成
年年齢は20歳から18歳に引き下げられることになりました。
　成年年齢の引下げに伴う若年者の消費者被害を防止・救済する
とともに，公正で持続可能な社会の形成・発展に向けて積極的に行
動する消費者を育成し，消費者市民社会を実現するためには，実践
的な消費者教育の推進が喫緊の課題です。
　しかしながら，実際の教育現場では，実践的な消費者教育とはい
かにあるべきか，その内容や方法について未だ試行錯誤が続けられ

ている段階です。
　本シンポジウムでは，諸外国の消費者教育の関係機関を訪問し，
消費者教育の実践例を実際に視察した専門家の方々や日弁連委員
から，諸外国の消費者教育の現状や取組をご紹介いただき，これを
ひとつの切り口として成年年齢の引下げを見据えた消費者教育のあ
り方を考えていきます。これからの消費者教育の実践に参考となるシ
ンポジウムです。是非，ご参加ください。

日　時	 2019年9月21日（土）午後１時～午後４時
場　所	 弁護士会館2階講堂クレオＡ
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　電話：03-3580-9512

消費者庁・内閣府消費者委員会10周年シンポジウムのご案内催 事

　消費者庁・内閣府消費者委員会の創設10周年を機に，両組織の
活動の振返りと今後の課題・展望を議論するシンポジウムを開催し
ます。シンポジウムは2部構成です。第1部は「ウォッチねっと10周
年」として同団体の活動報告，及川昭伍氏と宇都宮健児会員（東京）
による記念対談「消費者行政と消費者団体～この10年とこれからの
10年～」，消費者行政評価と各組織からのコメントを予定していま
す。第2部は「消費者庁・消費者委員会創設10周年」として，福田康
夫元総理大臣からのスペシャルメッセージ，落語家立川平林師匠に

よる落語，中村雅人会員（東京）のコーディネートによるパネルディス
カッション「消費者庁・消費者委員会の10年と展望」を予定していま
す。パネリストは，松本恒雄氏（独立行政法人国民生活センター理
事長），今井純子氏（ＮＨＫ解説員），河村真紀子氏（主婦連合会）の
ほか消費者庁関係者が登壇予定です。
　閉会後は主婦会館地下２階にてレセプションも予定されています。
是非，ご参加ください。

日　時	 2019年9月28日（土）　正午～午後6時※事前申込み不要，レセプションは申込み制
場　所	 主婦会館9階スズラン
会　費	 無料（レセプションは会費制）
主　催	 日本弁護士連合会，全国消費者行政ウォッチねっと，全国消費者団体連絡会
問合先	 日本弁護士連合会　人権第二課　電話：03-3580-9512	

消費者メーリングリスト（cam）のご案内ご案内
　camは，消費者問題に関する情報交換を行っているメーリングリ
ストです。
≪登録方法≫
①まず，shohisha@nichibenren.or.jp 宛てにメールで申し込ん
でください。
②その際，件名を「cam 登録希望」とし，メール本文に氏名・会員登
録番号・所属弁護士会・登録するアドレスの記入をお願いします。
③申し込みから登録手続が終わるまでには数日かかることがありま
す。

≪ご利用について≫
①加入後の投稿先アドレスは cam@nichibenren.jpです。
②投稿の要領等については，随時配信される運営要領とマナー集を
ご参照ください。

③登録資格に特に制限はありませんので，個別事件の関係者（相手
方事業者の代理人等）が登録されている可能性も念頭においてご
利用ください。

≪アドレス変更，退会の手続≫
アドレスの変更や脱退申し出は， メーリングリスト上ではなく，
shohisha@nichibenren.or.jp にお送りください。

　　　　消費者問題対策委員会ニュース・出版部会


