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消費者基本計画の策定に関する意見書 
                               

２００５年１月２０日 
                                                               日本弁護士連合会 
 
第１ はじめに 
   内閣府は、消費者基本法に基づく消費者基本計画の素案を公表し、意見募集を行って

いる。 
日本弁護士連合会（以下当連合会という）は、これまで消費者保護基本法の改正を含

む消費者被害の予防と救済のための法制度の抜本的改革を求める意見を、度々述べてき

た。しかし、様々な分野で規制緩和が進展する中で消費者被害は激増しており、２００

３年度に全国の消費生活センターに寄せられた消費者相談数は１３７万件を超えるとい

う状況にある。 
消費者保護基本法は、消費者政策全体を社会の変化に対応すべく変革する一環として、

昨年６月に改正された。改正消費者基本法が施行されている現在、この改正の趣旨を活

かした実効性ある消費者政策を展開することが重要である。そのためには、基本法に基

づく具体的施策として、消費者関連法の整備が不十分な分野について早急に充実してい

くことが不可欠である。今回の消費者基本計画の策定は、改正消費者基本法の施行後初

めてであるうえ、消費者被害がますます深刻化している状況にあることに鑑みても、と

りわけ重要な意味を持っている。 
本意見書は、当連合会がこれまで取り纏めてきた意見書のうち、特に必要性が高い点

を中心に纏めたものである。基本計画の性格上、関係省庁・関係審議会などにおいて検

討したうえでなければ具体的な結論を得ることができない性質のものもあることは、当

然である。本意見書は、そのような性格の問題については、今後検討されるべき方向性

を示しているという関係になる。 
 
   消費者基本計画は、既存の法律の総合的見地に立った消費者政策の推進並びにそれに

向けた行政組織の整備及び行政運営の改善という改正消費者基本法の趣旨に則って策定

されるべきものであるから、年度単位・省庁単位の各論的な施策方針の集合体に止まる

ことなく、省庁の枠を超えた総合的・計画的な課題を含む消費者政策全般の課題をでき

るだけ網羅し、かつ課題ごとに計画を達成すべき時期を明確に設定することが必要であ

る。 
本意見書においては、まず基本計画の策定のあり方について述べた上、基本計画に盛

り込むべき事項として、当連合会がこれまでに発表した意見を中心に、特に重要な消費

者政策の課題を、緊急の課題、短期的課題、中期的課題及び順次実現すべき課題に分け

て、指摘することとした。 
 
第２ 消費者基本計画の策定方針について 

改正消費者基本法は、消費者と事業者との間の情報の質及び交渉力の格差を踏まえ（１ 
条）、消費者の権利の尊重及びその自立の支援を基本理念として消費者政策を推進すべき

こと（３条）、消費者政策の推進に当たり、総合的見地に立った行政組織の整備及び行政

運営の改善に努めるべきこと（２４条）を明記している。そして、こうした総合的かつ

計画的な消費者政策が着実に推進されることを確保するため、長期的政策の大綱及び個

別分野の計画的な事項を消費者基本計画として定め（９条）、かつその実施の状況を検

証・評価・監視すること（２７条２項２号）を規定している。 
このように、改正消費者基本法は、消費者基本計画を策定することだけでなく、その

実施を確実なものとするために、実施状況の検証・評価・監視という方法を採用してい

る。これは、改正前の消費者保護基本法の下での消費者保護会議決定が、とかく年度単

位、省庁単位の各論的な施策方針の集合体に止まって来たことへの反省に基づくもので
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ある。 
   したがって、改正消費者基本法成立後初めての消費者基本計画を策定するに当たって

は、とりわけ次のような策定方針を明確にし、その策定方針に基づく内容であることが

不可欠である。 
第１に、当然のことながら、計画の対象事項は、省庁別の課題だけでなく省庁を超え

た総合的構造的な課題を含む消費者政策全般の課題を網羅したものであることが必要で

ある。わが国の消費者行政は、分野別の産業育成省庁に消費者保護を兼務させる体制で

あることから、消費者政策の統一性・実効性・迅速性に欠けることがかねてから問題と

されている。そこで、消費者被害の救済と防止に向け、一元的な消費者行政機関が必要

であることは当連合会でも再三指摘してきた。しかし、改正消費者基本法においては、

消費者行政担当の行政機関そのものの一元化を採用しなかった。一元的消費者行政の必

要性は前提としつつ、現行の行政組織の運営によっても可能であるとの考え方に基き、

内閣府におかれる消費者政策会議の役割を重視している。すなわち、法２７条２項は、

消費者政策会議が「消費者基本計画の案を作成すること」及び「消費者政策の推進に関

する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びに

その実施の状況を検証し、評価し及び監視すること」を定めているのは、その趣旨であ

る。消費者政策会議は、内閣総理大臣を会長とし、関係閣僚を委員とするものであり（法

２８条）、政府一体として消費者政策を推進すべきこととされているのである。このよう

な意味において、消費者基本計画で多省庁にまたがる消費者政策全般について消費者基

本計画に盛り込むべきことは当然のことである。 
第２に、計画を達成すべき時期は、緊急の課題のみならず中長期的課題についても、

項目毎に明確に設定する必要がある。素案は具体的目標年度を明記する方針で臨んでい

ることが窺われ、そのことは妥当である。しかし例えば、「消費者信用の適正化」の項目

では、「平成１７年度以降継続的に検討する」とされており、目標年度の記載がない。後

述のとおり、消費者信用の適正化は早急に整備が必要とされる分野であり、これが計画

の中に盛り込まれることは当然で、具体的目標年度を明確にすべきである。 
第３に、以上のような方針に基づいて消費者基本計画を策定するに当たっては、関係

各省庁からの意見聴取ももちろん必要ではあるが、各省庁の意見に配慮するあまり、総

合的、計画的な施策の策定・推進が抑制されることがあってはならない。仮に関係各省

庁において方向性が定まっていない課題であっても、｢速やかに検討を開始し一定の結論

を得る｣とすることは可能である。この点、改正消費者基本法は、消費者政策会議が真に

国民の意見を反映した消費者政策を決定できるように、国民生活審議会の意見を聴かな

ければならない旨定めているのである（法２７条３項）。したがって、基本計画の策定に

あたり国民生活審議会の意見を聴く場面においては、単に形式的に意見を聴く機会を与

えれば足りるということではなく、国民生活審議会の中で基本計画の内容について実質

的な審議が行われ、その審議の結果を積極的に反映させて審議会としての意見がとりま

とめられ、消費者政策会議に提示されるよう運用されるべきである。消費者政策会議に

は、消費者基本計画を策定するに当たって、国民生活審議会から提示された意見を尊重

することが求められる。特に、具体的施策が必要とされるにもかかわらず管轄行政庁が

消極的姿勢を示し、何ら対応しようとしないような場合などには、国民生活審議会の果

たすべき役割は大きいと考える。 
 
第３ 消費者基本計画に盛り込むべき事項 

 国民生活審議会消費者政策部会報告書「２１世紀型消費者政策の在り方について」に

おいて指摘された諸課題は、いずれも直ちに実施に向けた検討作業に着手すべきものと

考えるが、それを含めて特に近年の消費者被害の動向を踏まえ、①緊急の課題（現に検

討が開始されている課題であり、半年ないし１年以内に実現すべき事項）、②短期的課題

（深刻かつ広範な被害が多発していることに鑑み、直ちに検討に着手し１～３年以内に

実現すべき事項）、③中期的課題（被害防止に向け関連法制度の抜本的な見直しが必要な
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重要課題として、速やかに検討を開始し、３～５年以内に実現すべき事項）、④順次実現

すべき課題（消費者政策の予算・人員の拡充や組織制度の見直しが必要な課題として、

直ちに検討を開始し、年度毎の目標を設定して順次実現すべき事項）に分けて提示する。 
 
１ 緊急の課題 
（１）架空請求・不当請求の排除 
 架空請求・不当請求被害がかつてない勢いで爆発的に増加している。これまでは、

主として消費者への注意喚起を中心に対応策が講じられてきたが、消費者の自衛だけ

では到底防止できないほどに深刻かつ広範な被害が拡大している。架空請求・不当請

求が横行する原因は、①プリペイド携帯電話や他人名義の携帯電話の売買と悪用、②

他人名義の預貯金口座の売買と悪用、③個人情報の流出と悪用の３点にあると言える。

特に、携帯電話と預金口座の匿名性の悪用が捜査・摘発を著しく困難にしている。さ

らに、④有料サイトの情報料契約の不明朗性が悪質業者によって悪用され、不当請求・

架空請求の請求根拠として利用されている。 
２００４年９月１０日開催の消費者政策会議決定においても、この問題に対する緊

急の対応策を講ずることが決定された。同決定では、①プリペイド携帯電話の本人確

認の徹底及び利用停止等の検討、②預金口座の不正売買を防止する方策の検討、③警

察当局による取り締まりの推進、④架空請求等の事業者名の公表等が提示された。 
その後、本人確認法が第１６１回国会（２００４年臨時会）において改正され、預

貯金通帳等の譲受行為が罰則をもって禁止されたが、携帯電話等の不正利用や譲受行

為に対する実効性ある対処、並びに有料サイトの契約及び取立全般に対する規制が不

可欠である。 
 したがって、次のような規制を直ちに実施または検討すべきである。 
（ａ）プリペイド式携帯電話は、社会的有用性が乏しいうえに悪用の弊害が大きいこ

とから、契約締結時及び契約締結後の厳格な本人確認及び違反に対する利用停止

措置を徹底し、さらにはプリペイド式携帯電話自体の廃止を検討すべきである。 
（ｂ）有料サイトの情報料契約を適正化するため、不招請メールを禁止すること（オ

プトイン方式の導入）、申込画面に重要事項の表示を義務づけこれを情報料債権の

効力発生要件とすること、契約締結時の書面（電磁的方法を含む）交付義務とク

ーリング・オフを導入すること、等を検討すべきである。 
（ｃ）情報料債権等の取立て行為規制を設けること、資格のある者以外の者への債権

回収依頼を禁止すること、等を定めるべきである。 
 詳細は、当連合会２００４年１０月２０日付「架空請求等の通信手段利用詐欺の防

止に関する意見書」及び同日付「有料情報料不当請求に関する意見書」を参照。 
 
（２）投資取引における不招請勧誘禁止ルールの導入 
 金融商品の多様化と規制緩和の進展により、リスクの高い金融商品を訪問販売や電

話勧誘販売等の方法により積極的に販売することに伴い、自己責任の前提となる十分

なリスク情報の提供や主体的な意思決定の場が確保されない状態で契約締結に至る被

害が多発している。外国為替証拠金取引は、その中でも被害が最も深刻かつ広範な事

例であり、金融先物取引法の改正により、不招請勧誘の禁止、適合性の原則、財務規

制等の規制を受けることとなった。しかし、商品先物取引その他のリスクの高い投資

取引被害のほとんどについても不招請勧誘に起因する点で共通の問題がある。 
    したがって、金融取引全般については、後述の金融サービス法の制定が必要である

が、直ちに実現すべき課題として、商品先物取引等リスクの高い投資取引について、

不招請勧誘の禁止ルールを導入すべきである。 
    詳細は、当連合会２００３年１２月２０日付「外国為替証拠金取引および不招請勧

誘の広告・勧誘禁止に関する意見書」を参照。 
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（３）実効性ある消費者団体訴訟制度の導入 
   現在、国民生活審議会において、消費者団体が不当契約条項・不当勧誘行為の差止

めを請求できる団体訴訟制度の導入が検討されており、次期通常国会で成立させるべ

きである。もっとも、その審議事項は、消費者契約法を前提とした違法行為の差止め

の検討であるため、他の消費者関連法の違法行為などに関する差止めは、検討されて

いない。 
    したがって、特定商取引法、景品表示法、独占禁止法その他の消費者関連法につい

ても、違法行為の差止めに関する団体訴権の規定を設けることも直ちに検討を開始す

べきである。 
    なお、損害賠償等の金銭請求については、後述９頁参照。 
    詳細は、当連合会２００３年１１月２１日付「独禁法研究会報告書に対する意見書」、

２００４年３月１９日付「実効性ある消費者団体訴訟制度の早期実現を求める意見書」、

同年１１月９日付「消費者団体訴訟制度の次期通常国会での立法化を求める声明」を

参照。 
 
（４）個人情報保護に関する特別法の制定 

    個人情報保護法が本年４月１日に全面施行されるに当たり、各省庁において分野毎

のガイドラインが制定され、各事業者団体では自主規制等の対応策が検討されている。 
    個人情報保護法は、広く一般的に個人情報を保護の対象とし、営利・非営利を問わ

ず５０００件を超える個人情報を保有する者を個人情報取扱事業者として広く規制対

象とし、個人情報の取り扱いに関する事業者の義務を定めたうえで、これを行政指導

によって担保するものとし、個人に対し一定の開示・訂正・利用停止請求権を付与す

るという規制構造である。そのため、①信用・金融・医療・教育等のプライバシーに

関する個人情報の保護が十分でないこと、②行政指導が徹底できる認可事業者や大手

企業にはある程度の効果が期待できるものの、中小・悪質事業者に対する実効性が低

いこと、③個人情報の取得方法に関する開示義務が基本的にないため、個人情報の入

手経路を解明する手段がないことなど、個人信用情報の保護の観点から不十分な点が

ある。 
    他方で、信用情報や顧客情報の漏えい事故が多発しており、これが架空請求や次々

販売（特定または複数の販売業者が消費者に次々と契約させる販売方法）や電話勧誘

販売等の業者によって不正利用されている現状に照らせば、被害が多発する分野につ

いては特別法による規制が必要不可欠である。個人情報保護法の制定に伴う国会附帯

決議もそのような考えに基づくものである。 
    したがって、次のような法規制を直ちに検討すべきである。 

（ａ）個人信用情報は、不正に利用されやすい性質をもち、かつ現に大量の情報漏洩

事故が繰り返されていることから、目的外の利用及び第三者への漏洩について罰

則をもって禁止すること、第三者が正当な理由なく信用情報を入手することも罰

則をもって禁止すること等を内容とする個人信用情報保護法を制定すべきである。 
      詳細は、当連合会２００１年１０月１９日付「個人信用情報保護法要綱の提言」

を参照。 
（ｂ）一定の販売活動に個人情報を利用する事業者が個人情報を取得し又は第三者に

提供するについては、個人情報保護法では適用対象となっていない５０００件以

下の事業者への適用を拡大すること、開示義務の対象に個人情報の入手方法を加

えること、不正手段による個人情報の漏えい及び取得行為について実効性ある規

制を加えることなど、業種横断的な特別法による措置を検討すべきである。 
 
２ 短期的課題 
（１）出資法の上限金利の引き下げ等金利の適正化 

    多重債務問題は最も深刻な社会問題のひとつであり、当連合会においても抜本解決
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を重視してきた。最近では、２０００年１０月６日第４３回人権擁護大会において「統

一的、総合的な消費者信用法の立法措置を求める決議」を採択し、その中で、「現行法

の金利規制水準を大幅に引き下げるとともに、市場の公正な金利動向を踏まえつつ、

消費者の生活破壊を招かない適正な金利水準を確保するために、民事効果と刑事罰に

より実効的な金利規制を行うこと。」を提言し、その提案理由において「高金利貸付は、

消費者に不当な負担を強いる危険な取引であるから、民事効果と刑事罰則を統一して、

厳しく規制されなければならない。」としている。貸金業規制法附則１２条も、「・・

出資法５条２項について、改正法施行後３年を目途として必要な見直しを行うものと

する。」と定めている。 
    したがって、緊急の措置として、次の３点を早急に実現すべきである。 

（ａ）出資法５条の上限金利を、利息制限法１条の制限金利まで引き下げ、刑事、民

事の規制を統一すること。 
（ｂ）貸金業規制法４３条（みなし弁済規定）を廃止すること。 
（ｃ）日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例措置を撤廃すること。 

   そして最終的には、金利の上限規制を国内銀行貸出約定金利に連動させ、過去１０

年間の平均金利に６％程度上乗せした金額（現在であれば８～９％）とするルールを

実現すべきである。 
    詳細は、当連合会２００３年７月１８日付「出資法の上限金利の引き下げ等を求め

る意見書」及び同年８月２１日付「統一消費者信用法要綱案」を参照。 
 
（２）クレジット契約における抗弁対抗規定等の拡充 
   クレジット契約は、訪問販売、電話勧誘販売、内職商法、マルチ商法等の分野で、

悪質販売業者が消費者に対し高額の契約被害を発生させる手段として悪用されており、

信販会社に対し加盟店管理の強化を求める行政指導（通達）が繰り返し発せられてい

るにもかかわらず、被害は相変わらず多発している。近年は、サラ金業者が事実上ク

レジット業務に参入して悪質販売業者と提携する被害が増加しているほか、中小零細

事業者に対する販売行為においてもクレジット被害が多発している。 
    こうした被害多発の原因は、①抗弁対抗規定（割賦販売法３０条の４）が未払金の

支払停止に止まるため、クレジット会社としては悪質加盟店であっても倒産等の事態

に至るまでは債権の回収を優先させがちとなること、②加盟店管理責任が法律上の義

務として明記されていないことから、事業者の任意の改善努力に委ねられていること

など、現行法の不備に起因する問題だと考えられる。販売信用に関する諸外国の法制

を比較しても、商品販売契約とクレジット契約の効力を連動させ、既払金の返還を認

める例がほとんどである。 
    したがって、消費者信用の分野については後述の統一消費者信用法の整備が必要で

あるが、直ちに次の法規制を検討すべきである。 
（ａ）抗弁対抗の効果として、未払金の支払停止にとどまらず、既払金の返還につき

与信業者は販売業者と共同責任を負うものとすること。 
（ｂ）与信業者は、加盟店たる販売業者の販売活動の適正さや契約履行の確実性を審

査・管理する法的責任を負うことを明文化すること。 
（ｃ）個品割賦購入あっせん業者についても登録制を導入し、抗弁対抗規定その他の

法令の遵守を徹底すること。 
（ｄ）商行為にも原則として適用されるよう規定すること。 

    詳細は、当連合会２００３年８月２１日付「統一消費者信用法要綱案」及び同年１

２月２０日付「割賦販売法の改正を求める緊急意見書」を参照。 
 
 （３）消費者契約法の見直し 
   現代の消費者被害は、不当勧誘や不当条項に起因する契約トラブルが大半を占めて

おり、救済手段としての消費者契約法の重要性がますます高まっている。ところが、
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現行法の契約取消権の要件が限定的であることが法制定直後から指摘されており、現

に、判断能力が低下した高齢者への次々販売などの被害には必ずしも有効に機能して

いない。消費者契約法が制定された際の国会付帯決議においても、５年を目途に見直

しを行うことが明記されている。そして、消費者の権利の尊重を基本理念とする消費

者基本法に照らしても、被害を受けた消費者が迅速に救済される権利を拡充すること

が重要である。 
    したがって、消費者契約法の見直しに当たっては次の改正事項を盛り込むべきであ

る。 
   （ａ）重要事項の情報提供義務を、事業者の法的義務として明確にすること。 

（ｂ）適合性原則並びに不招請勧誘の原則禁止を加えること。「２１世紀型消費者政策

の在り方」においても、不招請勧誘の問題を消費者のプライバシー侵害の面から

捉えて対応すべきこと、適合性を有しない消費者に対し過大なリスクを伴う商

品・サービスを積極的に勧誘・販売してはならないとする考え方の導入を指摘し

ている。 
（ｃ）不当勧誘行為（４条）の要件として、①消費者を威迫する言動、②私生活及び

業務の平穏を害する言動、③消費者の知識や判断力不足の状況に乗じた契約締結、

④その他信義誠実に反する勧誘、などを加えること。 
（ｄ）不当条項のリストを拡充し、かつ「不明確な条項の消費者有利解釈の原則」「不

意打ち条項の禁止」等の解釈原則を明文化すること。 
（ｅ）取消権の短期の行使期間を３年程度に延長すること。 
  詳細は、 当連合会１９９９年１０月２２日付「消費者契約法日弁連試案」、２００

３年１月１８日付「２１世紀型の消費者政策の在り方について・中間報告についての

意見書」を参照。 
 
（４）金融サービス法の制定 
   金融取引の規制緩和が進む一方で、取締法の適用がない金融商品の被害や、不十分

な業規制のもとで被害を多発させる金融取引被害が続発し、社会問題化している。金

融サービスは、横断的であるがゆえに検討すべき課題が多く、対応が鈍い原因の一つ

となっている。 
    １９９８年の金融システム改革法の議決に際し、衆参両院で「いわゆる金融サービ

ス法等の利用者の視点に立った横断的な法制について早急に検討を進めること」等の

付帯決議がなされているし、当連合会もこれまで再三にわたり、業界横断的、商品横

断的な消費者保護立法の必要性を訴えてきたが、未だに実現されることなく今日に至

っている。 
   したがって、次のような論点について、早急に検討に着手すべきである。 

（ａ）金融サービスにおける消費者保護を目的とすることを明確にする。 
（ｂ）金融サービスの包括的定義として、「金融投資に関連する商品設計・組成、販売、

仲介、取次、運用、助言等の行為」といった規定を設ける。 
（ｃ）金融サービス業者に対し登録義務（資産要件、資産管理体制、資産分離保管等）

を課し、ハイリスク商品の販売及び一任運用商品は許認可とする。 
（ｄ）行為規制として、誠実公正義務、利益相反防止・忠実義務、不招請勧誘禁止、

適合性原則、書面交付・説明義務、クーリング・オフ、断定的判断の提供、不実

告知の禁止、過当売買の禁止等を定め、違反に対する民事責任を定める。 
（ｅ）消費者行政組織全般については一元的な組織を目指すべきであるが（後述）、と

りわけすべての金融サービスについて横断的に監視・監督等を行うこと任務とす

る「金融サービス委員会」を早急に設置する。 
（ｆ）金融サービス業者の民事責任強化、証拠開示義務などを定める。 

   詳細は、当連合会２００４年５月８日付「金融サービス法の制定を求める意見書」

参照。 
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（５）電子的資金移動における消費者保護 

    ＩＴ化の進展により、ＡＴＭやパソコンによる電子的資金移動が容易となっている。

しかし、ＩＤ・パスワードが盗まれたり、偽造カードの使用などにより、預金が不正

に引き出される被害やなりすましによる契約被害が多発している。こうした被害の原

因としては、本人確認手段であるＩＤ・パスワードが、スキミング、キーローガー、

フィッシングなどの新手の不正手段で盗まれるという事情があり、他方で、発生した

被害の負担を一方的に消費者に負わせる不当な約款の存在がある。しかし、被害実態

を踏まえると、消費者にＩＤ・パスワード・カード等の保管責任を課すことで電子的

資金移動の安全性を確保することは困難であるというほかない。 
    したがって、ＩＴ化の進展に合致したルール整備の一環として、電子的資金移動に

おける消費者の責任を限定するルール整備を、銀行約款やカード約款等の改正を通じ

て直ちに講ずべきである。 
 
（６）安全規制の実効性確保 

    欠陥自動車のリコール隠しが組織ぐるみで長年繰り返されていた問題は、安全規制

の重要な柱であるリコール制度の実効性が決定的に不十分であったことを露呈したも

のと言える。 
    そこで、次に掲げるように、リコール制度の実効性確保を中心に安全性確保の施策

を全般的に強化すべきである。 
（ａ）リコール制度の強化、充実 
    行政によるリコール命令等、リコールに関する監督指導が適切かつ迅速に実施

されるため、製品の安全性に関する危害・危険情報が監督行政庁に収集・分析さ

れる仕組みを整備すること。勧告等に従わない事業者名の公表制度を拡充するこ

と。「２１世紀型消費者政策の在り方」においても、既存のリコール制度の運用強

化、並びに自動車、医薬品等以外の分野についても、リコール制度の整備を指摘

している。 
（ｂ）危害・欠陥情報の集約・公表 

      製品による事故情報・クレーム情報につき、製造者等から監督行政庁への報告

義務を定める等、製品安全に関する情報が行政に集約され、これを広く消費者に

公表できる仕組みを整備すること。さらに、人身被害の発生及び被害拡大の防止

のため緊急を要する場合は、事業者が直接消費者に対して公表する義務を定める

こと。 
（ｃ）販売業者の責務の明確化 

      販売業者に対し、製品の事故情報・クレーム情報を事業者及び監督行政庁に報

告する義務を課すこと。 
（ｄ）消費者被害の救済方法の整備・拡充 

    製造物責任法を改正し、欠陥及び因果関係の推定規定、証拠開示規定、懲罰的

損害賠償規定を創設すること。クラス・アクション制度を導入すること。鑑定制

度の改善充実を図ること。 
（ｅ）安全基準の整備等 
    製品の安全性を調査・分析するための横断的機関の設置、安全確保のための包

括的立法措置が必要である。「２１世紀型消費者政策の在り方」においても、製品

やサービスの安全確保のための適切な基準の設定が重要であること、安全基準の

策定に当たり安全性についての科学的評価が行われるとともに消費者の意見が適

切に反映されるリスク分析手法の導入が必要であることを指摘している。 
    詳細は、当連合会２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基

本法改正についての意見書、２００３年１月１８日付「２１世紀型の消費者政策の在

り方について・中間報告についての意見書」参照。 
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（７）住宅建築関連法制度の改善 

    近時、住宅リフォーム工事に関する苦情相談が増加しており、その特徴として、①

点検商法、次々販売などの訪問販売によるものが多く、②１件あたりの平均契約額が

２００万円と高額であるにもかかわらず、③施工技術が低く、既存建物に回復しがた

い損傷を与えるケースも多く、④高齢者が繰り返し被害にあうことも少なくない、な

ど被害は深刻である。 
    このような被害を防止するため、次のような法制度上の問題点があるので、改善策

を検討すべきである。 
（ａ）建設業３条は建設業者の許可制を設けているが、５００万円に満たない工事（建

設業法施行令１条の２）のみを請け負う業者は無許可で行うことができるとされ

ており、リフォーム工事業者はほとんどがこれに当たる。 
（ｂ）建築基準法５条の２、建築士法３条ないし３条の３によれば、延べ面積１００

平方メートルを超える建築物の工事については、資格ある建築士の設計や監理を

行うことが必要とされているが、リフォーム工事の大部分はこの規制から外れて

しまう。 
（ｃ）建築基準法６条は、建築物の大規模修繕若しくは大規模の模様替えについて、

建築確認申請を義務づけているが、リフォーム工事においてはこれが無視される

ことが多く、かつその脱法を監視する制度が不十分である。 
 
３ 中期的課題 
（１）特定商取引法・割賦販売法の指定商品制の廃止 

    特定商取引法の訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売においては、政令指定商品制

を採用しており、割賦販売法も同様に指定商品制を採用している。しかし、これらの

法律は、取引形態や販売方法の特殊性に起因するトラブルを防止するための規制であ

るから、契約対象商品・役務等の種類には直接関係はないし、逆に、新たな商品・役

務は規制対象とならないため、被害の後追い行政となる弊害がある。指定商品制は縦

割り行政システムの名残であって、分野横断的な法整備が不可欠である。諸外国の法

制を比較しても、指定商品制を維持している国は見当たらない。 
    消費者の権利の実現を中心に据えた消費者基本法の基本理念に照らせば、指定商品

制は直ちに廃止すべき時期を迎えている。「２１世紀型消費者政策の在り方」において

も、指定商品制が新たな商品・サービスの出現に対して対応が後追いとならざるを得

ないという問題点を指摘している。 
    したがって、指定商品制の廃止に向け速やかに検討を開始すべきである。 
    詳細は、当連合会２００４年１月１６日付「産業構造審議会消費経済部会特定商取

引小委員会等『報告書素案（論点整理）』に対する意見書」を参照。 
 
（２）統一消費者信用法の制定 

    現行の消費者信用に関する法制度は、消費者金融が貸金業規制法、利息制限法及び

出資法により規制され、販売信用が割賦販売法により規制されているという縦割法制

のために、規制内容の統一性が図られておらず、規制の実効性を確保する規定とりわ

け民事効果に関する規定が不十分である。 
    そこで、次のような内容を盛り込んだ統一消費者信用法の創設を急ぐべきである。 

（ａ）クレジット・ローンを統一的に適用対象とすること。 
（ｂ）広告における実質年利率等の表示義務、容易に与信を受けられるものと誤認さ

せ又は徒に利用の意欲をそそる表示・勧誘の禁止規定を設けること。 
（ｃ）与信業者に消費者の支払能力等について審査義務を課すとともに、過剰与信の

禁止を定め、違反した契約に対する請求権制限の効果を設けること。 
（ｄ）取立行為規制を具体的に規定し、違反に対する制裁として請求権制限の効果を
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設けること。 
（ｅ）金利規制、クレジット規制は前述。 
（ｆ）クレジットカードの譲受、担保設定の禁止規定、カードが不正使用された場合

の責任限度額の規制などを設けること。 
（ｇ）消費者信用における個人保証契約を禁止し、事業者信用において個人保証が許

される場合であっても、支払能力を超える保証契約の禁止と民事効果、一定期間

内のクーリング・オフ付与、経営者でない個人の根保証禁止などの規制を設ける

こと。 
（ｈ）消費者行政全般については一元的な消費者行政組織を目指すべきであるが（後

述）、とりわけ消費者信用業者に対する統一的な規制・監督権限を有する行政機関

を早急に設けること。 
    詳細は、当連合会２００３年８月２１日付「統一消費者信用法要綱案」参照。 
 
（３）電子消費者契約の適正化 

    ＩＴ化に関連する消費者トラブルが急増している背景として、パソコンや携帯電話

などの画面を通じてなされる契約(電子消費者契約)において、契約内容を確認するには
画面のスクロールが必要とされたり、契約の重要事項がリンク先に表示されるなど、

消費者が契約の内容や手順について正しい理解を得ることが困難な状況がある。電子

消費者契約については、迷惑メール防止法、特定商取引法、電子消費者契約特例法等

により一応の手当てはなされているものの、前述の情報料不当請求に見られるように、

消費者被害の防止には十分でないことが明らかである。 
    したがって、ＩＴ化に関連する消費者トラブル防止のため、電子消費者契約におけ

る契約締結のルールを一層強化・整備すべきである。 
 
（４）独占禁止法の改正等 
  独占禁止法については、談合等の排除に向けた実効性強化策が現在検討されている

ところであるが、消費者の選択権の確保の観点から、前述の差止請求権のほかに、不

公正取引に関する従前の運用指針（告示・ガイドライン）を抜本的に見直すこと、特

に不当な勧誘方法に対する対応として流通・取引ガイドラインを見直すことや、加盟

前の情報開示だけでなく加盟後の法律関係と平等性を確保するようフランチャイズガ

イドラインを見直すこと、不公正取引全般について規制できる一般条項を設けること、

損害賠償請求訴訟において損害額の推定規定を設けることなどが必要である。 
    さらに、景品表示法の不当表示、独占禁止法の不公正な取引方法に係る規制の実効

性を高めるため、運用を強化する体制を整備する必要がある。 
  詳細は、当連合会２０００年５月８日付「独禁法違反行為に対する民事的救済制度

に関する意見書」、２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基本

法改正についての意見書」、２００３年１月１８日付「２１世紀型の消費者政策の在り

方について・中間報告についての意見書」参照。 
 
（５）損害賠償請求に関する団体訴権の導入 
   少額多数の消費者被害を効率的に救済する方策として、あるいは違法な事業活動に

よる不当利得を吐き出させる方策として、消費者団体訴訟制度の対象として損害賠償

等の金銭請求を一定の要件の下に加えることを検討すべきである。 
 
４ 順次実現すべき課題 
（１） 消費者教育の充実 

消費者被害の未然防止と消費者の主体性の確保には、学校、社会を通じた消費者教 
育の充実が不可欠であり、「２１世紀型消費者政策の在り方」においても、消費者教育

の機会の拡充を特に強調している。 
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 したがって、次のような事項について年度毎の具体的計画を定め、順次実施すべき

である。 
（ａ）学校教育における消費者教育の授業数の拡充について速やかに検討を始める。 

これに必要なカリキュラムの改訂、指導者の確保等を整備する。 
（ｂ）社会人に対する「届ける」タイプの消費者教育や情報提供が十分なされるよう、 
  ビデオ、ホームページその他の媒体と派遣する指導者を充実する。 
（ｃ）消費者教育に利用する最新の教材・情報の開発・提供・更新の体制を整備する。 
（ｄ）国や地方自治体において、消費者教育専門家を学校・団体・会社等に派遣する

制度を設ける。 
（ｅ）消費者教育の担い手である諸機関の連絡会議を開催し連携を強化する。 
（ｆ）消費者教育の担い手の育成と資質向上に向けた研修を充実させる。教員免許取

得の必修科目として「消費者教育」を加える。 
（ｇ）消費者教育を推進する横断的な行政機関を設置する。 
 詳細は、当連合会２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基 
本法改正についての意見書」、２００４年５月８日付「２１世紀型消費者政策の在り方

における消費者教育の充実に関する意見書」参照。 
 

 
（２）行政による苦情処理体制の拡充 
 都道府県等及び国民生活センターによる苦情処理及び紛争解決の充実が、消費者基

本法１９条において詳細に規定されている一方で、消費者からの苦情相談が激増して

いるにもかかわらず、地方公共団体の消費者行政予算・人員の削減傾向がいまだに続

いている。 
 したがって、次の具体的施策を講ずべきである。 
（ａ）地方公共団体（消費生活センター）における相談苦情処理体制が拡充されるよ

う、専門的知見を有する相談員の確保及び地位向上、苦情相談情報の迅速な交流、

研修制度の拡充などを具体的に進めること。 
（ｂ）地方公共団体における消費者苦情処理委員会の積極的な運用、並びに国民生活

センターにおける消費者苦情処理専門委員会の積極的な活用に向けて、手続き・

人員等の整備を具体的に進めること。 
（ｃ）国民生活センター及び消費生活センターが保有する苦情相談情報に基づき、消

費者に対する迅速な情報提供機能を発揮できるよう、公表手続き及び免責要件の

整備を図るべきである。 
 詳細は、当連合会２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基

本法改正についての意見書」参照。 
 
（３）一元的消費者行政組織等 
 「広範にわたる基本的な施策を戦略的かつ一元的に企画・立案、調整及び推進する 
ことのできる機能を強化する」こと、「消費者問題の発生に際して、危機管理の観点も 
踏まえ、迅速な対応が行える体制整備を図る」ことを実現するため、中長期的な計画 
を策定するにおいて、一元的消費者行政組織の構築を目指すべきである。「２１世紀型 
の消費者政策の在り方について」においても同様の指摘があるが、とりわけ金融取引 
及び消費者信用の分野では横断的な強制部局の整備が急務である。 
 一元的消費者行政組織は、産業育成省庁から分離独立し、問題分野に応じて専門性

と統一性を確保し、被害・危険情報と規制権限を統合した行政組織として、消費者保

護を主務とする行政組織（消費者庁）とすべきである。 
    詳細は、当連合会２００２年１１月２２日付「消費者政策の見直しと消費者保護基

本法改正についての意見書」参照。 


