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民法の成年年齢の引下げに関する意見書 
 

２０１６年（平成２８年）２月１８日 
日本弁護士連合会 

 
第１ 意見の趣旨 

民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げることについては，慎重であるべ

きである。 

 

第２ 意見の理由 

１ はじめに 

(1) 民法の成年年齢引下げについての検討の経過 

民法（明治２９年法律第８９号）は長らく成年年齢を２０歳と定めてきた（民

法第４条）ところ，２００７年５月に成立した日本国憲法改正手続に関する法

律（国民投票法。平成１９年５月１８日法律第５１号）は，満１８歳以上が国

民投票の投票権を有するとし，同法附則第３条第１項（現在では附則（平成２

６年６月２０日法律７５号）３項）では「満十八年以上満二十年未満の者が国

政選挙に参加することができること等となるよう，選挙権を有する者の年齢を

定める公職選挙法，成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を

加え，必要な法制上の措置を講ずるものとする。」と定められた。 

この附則を受けて，法制審議会は，第１６０回会議（２００９年１０月２８

日）で民法の成年年齢を１８歳に引き下げるのが適当であるとする「民法の成

年年齢引下げについての最終報告書」（以下「最終報告書」という。）を採択し，

法務大臣に答申した（注１）。 

そして，２０１５年６月１７日，公職選挙法（昭和２５年４月１５日法律第

１００号）が改正され，選挙年齢を１８歳に引き下げることとなった。そこで，

同附則第３条第１項が選挙年齢とともに検討課題とした民法の成年年齢引下

げの問題があらためてクローズアップされることとなった。 

(2) 成年年齢引下げの意義と問題点 

この問題に関し，当連合会は，２００８年１０月２１日付け「民法の成年年

齢引下げの是非に関する意見書」において「現時点での引下げには慎重である

べきである。」と意見し，２００９年９月１０日付け「民法の成年年齢の引下

げの議論に関する会長声明」においても「民法の成年年齢を引き下げるという
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結論をまとめるためには，いまだ多くの検討課題がある」と指摘した。 

当連合会の上記意見書等にも述べているとおり，もとより未成年者であって

も，人として，成人と同様の基本的人権を有しており，その自己決定権は十分

に尊重されるべきである。特に，中学や高校の卒業後に働いている子どもたち

にとっては，成人と同様の社会生活を営み，納税の義務を果たしていながら，

未成年者として扱われる結果，居宅の賃貸借契約等の生活上必要な契約行為に

も親権者の同意が必要となっており，その自己決定権が制約されていることは

否定できない。成年年齢を１８歳に引き下げることで，自己決定権を早期に十

分に実現し，大人としての自覚を促すことができるなど，民法の成年年齢の引

下げには積極的に評価できる面もある。 

また，国際的にも，欧米諸国やロシア，中国等多くの国が，１８歳を私法上

の成年年齢としており，成年年齢の引下げは，かかる国際社会に適合する制度

を実現する点においても意義がある。 

しかしながら，現時点においては，以下に述べるとおり，成年年齢引下げに

よる多くの問題点（未成年者取消権の喪失，親権対象年齢の引下げ，養育費支

払終期の繰り上げ等）があり，それに対する対応策も未だ十分に採られていな

い。本意見書では，法制審議会の２００９年の「最終報告書」の内容を踏まえ

た上で，当連合会の２００８年の上記意見書に続き，民法の成年年齢引下げに

ついては引き続き慎重にすべきである旨意見する（注２）。 

２ 民法の成年年齢と選挙年齢との関係 

上記のとおり，民法の成年年齢の引下げの検討は，選挙年齢の引下げに伴って

課題とされてきたものである。 

しかしながら，憲法は成年者に選挙権を与えることを保障しているが（第１５

条），それが民法上の成年であるのか，公法上の成年であるのかは明記されてお

らず，これについては学説の一致も見ていない。さらに，憲法は成年者以外の者

に選挙権を与えることは禁止しておらず，民法の成年年齢よりも低く選挙年齢を

定めることが可能であることは，学説上も異論がないとされている。したがって，

理論的には民法の成年年齢を選挙年齢と一致させる必然性はない。この点，「最

終報告書」も，「選挙年齢と民法の成年年齢とは必ずしも一致する必要がないと

いう結論に至った」と確認しているとおりである。 

ただし，最終報告書は，民法の成年年齢と選挙年齢との関係について，民法の

成年年齢の引下げが１８歳，１９歳の若年者の政治への参加意欲を高めること，

両者をそろえるのが法制度としてシンプルであること等を理由に「両者は特段の
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弊害がない限り一致していることが望ましい」としている。 

しかし，若年者の政治への参加意欲を高めるためには，若年者への政治教育を

充実させたり，若年者の政治へのアクセスを容易にする等の直接的な施策が講じ

られる必要があり，民法の成年年齢の引下げによって直ちにこれを達成すること

ができるとは考え難い。 

また，成年年齢について定めた関係法令は民法の他にも２００以上存在すると

されていることから，民法と公職選挙法の選挙年齢のみを一致させても法制度が

シンプルになるとは言い難い。特に，少年法，未成年者喫煙防止法，未成年者飲

酒禁止法，競馬法等については成年年齢引下げに根強い反対論がある（注３，注

４）。 

すなわち，少年法の「成人」年齢を２０歳から１８歳に引き下げることに関し

ては，当連合会も，２０１５年２月２０日付け「少年法の『成人』年齢引下げに

関する意見書」において反対の意見を述べた。同意見書でも指摘しているとおり，

「１８歳で自立している若者は少数である」上，少年法においては，家庭裁判所

を経由した少年院送致や保護観察，保護的措置等を通じ，少年の更生のための働

きかけが行われている。少年法の成人年齢の引下げによって，まだ可塑性の高い

１８歳，１９歳の年長少年に再犯防止の支援がなされなくなるとすれば極めて重

大な問題であり，公職選挙法等他の法令における成人年齢の如何に関わらず，少

年法の成人年齢は引き下げられるべきでない。 

また，若年者の健康被害の防止の観点から，未成年者喫煙防止法，未成年者飲

酒禁止法は２０歳を年齢区分としているほか，競馬法，自転車競技法等は，若年

者の健全育成の観点から未成年者の勝馬投票券（馬券），車券等の購入を禁止し

ており，それぞれの目的に応じた年齢区分が設けられている。 

このように，法律における年齢区分はそれぞれの法律の立法目的や保護法益ご

とに，子どもや若者の最善の利益と社会全体の利益を実現する観点から，個別具

体的に検討されるべきであり，「国法上の統一性や分かりやすさ」といった単純

な理由で安易に決められてはならない（注５）。 

そして，民法の成年年齢引下げについては，私法上の行為能力を付与するにふ

さわしい判断能力があるかという点が正面から論じられるべきである。例えば，

成年被後見人について私法上の行為能力が制限されているが選挙権は認められ

ていることからみても，民法の成年年齢や行為能力の有無と選挙年齢とは，別個

に考えられるべきであることは明らかである（注６）。 

以上により，民法の成年年齢を選挙年齢と一致させることが望ましいとはいえ
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ず，民法の成年年齢の引下げについては，公職選挙法の選挙年齢の議論とは別個

に，民法の成年年齢引下げの意義があるか，引き下げた場合の問題点，及び問題

点を解決するための施策等について，慎重に検討して決する必要がある。 

３ 民法の成年年齢引下げの意義について 

民法の成年年齢引下げの意義として「最終報告書」は，若年者が将来の国づく

りの中心であるという国としての強い決意を示すという意義，契約年齢を引き下

げる意義等を挙げている（注７，注８）。 

(1) 若年者が将来の国づくりの中心という国としての強い決意を示す意義 

「最終報告書」は，「将来の国づくりの中心となるべき若年者に対する期待」

があるとして，「民法の成年年齢を引下げ，１８歳をもって『大人』として扱

うことは，若年者が将来の国づくりの中心であるという国としての強い決意を

示すことにつながる」とする。 

しかし，戦後７０年の我が国の状況を見れば，１８歳で「大人」として自立

している者の数は多くない。１９６５年頃までは，中学卒業の者の多くが就職

して，都会で一人で生活し，２０代前半には結婚していた。しかし，現在，１

８歳の若者の多くは，高校卒業後に就職したり，大学等に進学するなどしても，

親に扶養してもらっており，自立した生活を営んでいるとはいえない。 

「最終報告書」も，若年者の精神的・社会的自立が遅れていること，人間関

係をうまく築くことができず，進学も就職もしようとしない若年者が増加して

いること等を指摘し，その原因として，我が国では伝統的に終身雇用制度の下，

企業や家族が若年者の自立を支えてきたが，近年の社会の変革により，企業や

家族が若年者の自立を支えきれなくなっていることを挙げている。そして，「若

年者の自立の遅れ等の問題については，民法の成年年齢を引き下げるだけでは

自然に解決するとは考えられず，社会全体が若年者の自立を支えていくような

仕組みを採用し，若年者の自立を援助する様々な施策も併せて実行していく必

要があるものと考えられる。」としている。 

こうした状況を反映し，内閣府の青少年育成推進本部が２００３年１０月に

まとめた旧青少年育成施策大綱も，「青少年の社会的自立の遅れと不適応の増

加」に鑑み，概ね３０歳未満の者を対象に育成推進施策を推進すべきとしてい

る。また，２０１０年７月に内閣府の子ども・若者育成支援推進本部が決定し

た「子ども・若者ビジョン」においても，非正規労働の増大が若者が将来に対

し不安を抱く大きな原因となっており，フリーターやニートが増加し，経済的

格差が子どもの貧困の問題ともなっている中，困難を有する子どもや若者を社
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会全体で見守り，育てる機能を果たしていかなければならないことが指摘され

ている。ここで言われる「若者」とは，施策によって４０歳未満の者までも対

象とされており，現在の若者の自立が困難となっている状況が反映されている。 

上記のような若年者の問題を踏まえ，２０１０年４月，子ども・若者育成支

援推進法が施行された。この法律は「子ども・若者をめぐる環境が悪化し，社

会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者の問題が深刻な状況にあ

ることを踏まえ，子ども・若者の健やかな育成，子ども・若者が社会生活を円

滑に営むことができるようにするための支援」（同法第１条）等についての国

や地方公共団体の責務や施策の基本事項等を定めるものである。 

このように，若者の自立の遅れという近年の傾向に鑑みれば，まず若年者の

自立を支えていく仕組み作りを先行させることが必須である。それがなされな

いまま民法の成年年齢を引き下げることは，自立が困難となっている若者に一

層の支援の施策の法律を定めた国の姿勢と相反するものであるばかりか，自立

が困難な若年者への保護や支援の必要性を見えにくくし，後述のとおり，若年

者が更なる私法的責任を負わされることにより，より困難な状況に追いやられ

ることが懸念される。 

「最終報告書」は，民法の成年年齢を引き下げることは，「若年者が将来の

国づくりの中心であるという国としての強い決意を示すことにつながる」とす

るが，国としての強い決意の対象は，成年年齢の引下げでなく，若者育成支援

策の実現にこそ向けられるべきである。 

(2) 契約年齢を引き下げる意義 

「最終報告書」は，契約年齢（行為能力が制限されることによって取引にお

ける保護を受けることができる者の年齢）の引下げについて，「大学等で教育

を受けている者も多くがアルバイトをするなどして働いており，高校卒業時に

就職して正規の労働者となる者も含めると，１８歳に達した大多数の者は，何

らかの形で就労し，金銭収入を得ている。（中略）そうすると，契約年齢を１

８歳に引き下げることには，１８歳に達した者が，自ら就労して得た金銭など

を，法律上も自らの判断で費消することができるようになるという点で，メリ

ットがあるということができる」としている。 

確かに，若年者の自己決定権は尊重されるべきであり，大学等で教育を受け

つつアルバイトをしたり，高校卒業時に就職して正規の労働者となる者もいる

以上，民法の成年年齢を引き下げ，親権者の同意なくして単独で生活に必要な

契約を締結できるようにし，「１８歳に達した者が就労して得た金銭」を自ら
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の判断で費消できるようにすることは，積極的な側面として評価できる。 

しかし，文部科学省が２０１５年８月６日に発表した「平成２７年度学校基

本調査（速報値）」によれば，高等学校卒業者のうち，大学・短大進学率は５

４．６％，専門学校進学率は１６．６％であるのに，就職率は１７．８％であ

り，２割に満たない（注９）。１９９８年度に就職率が２２．７％であったこ

とと比べても就職率は高くなっておらず，「１８歳に達した者が就労して得た

金銭」の処分に着目することによって民法の成年年齢を引き下げる意義が増大

しているとは言い難い。 

また，現在までに「１８歳に達した者が就労して得た金銭」を自らの判断で

費消できないことによって生じる不都合の実態が不明であり，これを費消でき

ることによるメリットと，そのことによって生じうるデメリット（後述の問題

点）を丁寧に比較衡量することが出来ない。このように，契約年齢の引下げの

メリットとデメリットについて十分に議論が出来ていない状況で民法の成年

年齢の引下げを進めることは慎重であるべきである。 

４ 民法の成年年齢を引き下げた場合の問題点及びこれに対する施策の状況につ

いて 

一方，民法の成年年齢引下げについては，以下に検討するとおり，(1)契約年

齢の引下げに伴う未成年者取消権の喪失，(2)自立に困難を抱える若年者の困窮

の増大及び高校教育における生徒指導の困難化のおそれ，(3)養育費支払終期の

事実上の繰上げ，(4)労働基準法第５８条による労働契約解除権の喪失，並びに

他法との関係が問題となる(5)少年法適用年齢の引下げのおそれ，(6)児童福祉に

おける若年者支援の後退のおそれ等の問題点がある。 

 民法の成年年齢を引き下げるためには，こうした問題点を解決する施策を実施

し，かつ，その施策の効果が十分に発揮され，それが国民の意識として現れ，引

下げへの国民のコンセンサスが得られることが必要である。 

このことは，「最終報告書」も，「民法の成年年齢引下げの法整備を行うには，

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ることが必要である。現在，関係府省庁においてこれら

の施策の実現に向け，鋭意取組が進められているが，民法の成年年齢引下げの法

整備は，これらの施策の効果が十分に発揮され，それが国民の意識として現れた

段階において速やかに行うのが相当である。」と述べるとおりである。 

そこで，以下に，民法の成年年齢を引き下げた場合の問題点，及びこれに対す

る施策の実施状況を検討する。 
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(1) 契約年齢の引下げに伴う未成年者取消権の喪失の問題点と施策の実施状況 

① 未成年者取消権の喪失による問題点 

ア 未成年者取消権の重要性 

契約年齢を１８歳に引き下げた場合に最も大きな問題となるのは，１８

歳，１９歳の若年者が未成年者取消権（民法第５条第２項）を喪失するこ

とである。 

すなわち，現行民法においては，１８歳，１９歳の若年者を含む未成年

者が単独で行った法律行為については，未成年者であることのみを理由と

して取り消すことが出来るため，この未成年者取消権は未成年者が違法も

しくは不当な契約を締結するリスクを回避するに当たって絶大な効果を

有しており，かつ，未成年者を違法もしくは不当な契約を締結するよう勧

誘しようとする事業者に対しては強い抑止力となっている。 

２０歳になると消費者相談の件数が増加すること，悪質な業者が２０歳

の誕生日を狙って取引を誘いかける事例があることからすれば（注１０），

現行民法の下では２０歳以上の者が消費者被害のターゲットとなってい

るとみられるところ，民法の成年年齢が引き下げられることにより未成年

者取消権が喪失すれば，そのターゲットとなる層が１８歳，１９歳にまで

拡大することは必至である。しかも，若年者の自立の遅れが指摘されてい

る昨今においては，２０歳の若年者の場合にも増して，１８歳，１９歳の

若年者の間で消費者被害が蔓延してしまう可能性が極めて高いといえる。 

この点については，「最終報告書」も「未成年者取消権（民法第５条第

２項）の存在は，悪徳業者に対して，未成年者を契約の対象としないとい

う大きな抑止力になっているものと考えられる。そうすると，民法の成年

年齢が引き下げられ，契約年齢が引き下げられると，１８歳，１９歳の者

が，悪徳業者のターゲットとされ，不必要に高額な契約をさせられたり，

マルチ商法等の被害が高校内で広まるおそれがあるなど，１８歳，１９歳

の者の消費者被害が拡大する危険があるものと考えられる。」と指摘して

いるとおりである。 

イ 未成年者の消費者被害の現状 

未成年者取消権の喪失に伴う問題点を検討するには，１８歳，１９歳を

含む未成年者の消費者被害の現状を把握する必要がある。独立行政法人国

民生活センター編「消費生活年報（２０１４年）」が発表した「全国消費

生活情報ネットワーク・システム（ＰＩＯ-ＮＥＴ）」の統計によれば以下
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のとおりである（注１１，注１２）。 

(ｱ) 「１８～１９歳」の相談件数 

国民生活センターの統計数値に基づき算出した結果によれば，全国の

消費生活センターに寄せられた「消費生活相談」のうち「１８～１９歳」

の１歳当たりの平均相談件数（注１３）は，５０００件前後でほぼ横ば

いで推移している（注１４）。また，全相談件数に占める「１８～１９

歳」の１歳当たりの平均相談件数の割合は１．２％前後で，こちらもほ

ぼ横ばいで推移している（注１５，注１６）。 

すなわち，「最終報告書」が取りまとめられた２００９年以降，１８

歳，１９歳の者には，常に相当な数の消費者被害が生じており，その数

は一向に減少しておらず，「１８歳，１９歳の者の消費者被害が拡大す

る危険」は，２００９年当時と変わりなく存在しているといえる。 

(ｲ) 「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の差異 

ａ 相談件数 

また，「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の１歳当たりの平均相

談件数を比較すると，いずれの年においても，「２０～２２歳」は「１

８～１９歳」に比して１．３７倍～１．８９倍となっており，２０歳

になると明らかに相談件数が増加する（注１７）。 

この差異は，まさに，未成年者取消権が，消費者被害に対する防波

堤になっていることを示すものである。 

ｂ マルチ取引 

特に，「マルチ取引」の１歳当たりの平均相談件数は，「２０～２２

歳」は「１８～１９歳」の約１２．３倍となっている（注１８）。 

「マルチ取引」とは，既存の人間関係のしがらみを利用した断りに

くい勧誘方法を取ることを特徴とするところ，「２０～２２歳」の相

談件数が突出して多いのは，大学・短大等のクラスやサークル，職場

やアルバイト先の人間関係等を利用して，この年代を狙い打ちして勧

誘が行われているからと考えられる。一方，２０歳未満の者の相談が

少ないのは，まさに未成年者取消権が大きな抑止力となっているから

と考えられる。 

以上からすると，契約年齢を１８歳に引き下げると，１８歳，１９

歳の者を含む未成年者に対しても「マルチ取引」の勧誘が行われるこ

とになり，すぐにこの年代に対する消費者被害が拡大することが予想
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される。 

ｃ 既払金額 

また，「１８～１９歳」と「２０～２２歳」の消費生活相談におけ

る「既払金額」を比較すると，「２０～２２歳」の方が高額の消費者

被害に遭っている傾向がみられる。すなわち「１８～１９歳」では既

払金額１万円以上５万円未満がピークであるのに対し，「２０～２２

歳」では１０万円以上５０万円未満がピークとなっている（注１９）。 

このことから，契約年齢を１８歳に引き下げることにより，１８歳，

１９歳の被害額がより高額になることが予想される。 

ｄ ローン・サラ金 

さらに「フリーローン・サラ金」の相談件数については，「２０～

２２歳」が「１８～１９歳」に比して大幅に上回るという顕著な違い

がみられた（注２０）。 

よって，「１８～１９歳」の若年者に対して契約締結の行為能力を

認めることは，経済的基盤を有しない若年者を債務過多の状態に陥ら

せ，その貧困を助長し，経済的自立を妨げる可能性もある。 

ｅ インターネット関連の相談の問題 

さらに，「２０歳未満」の相談においては，「運輸・通信サービス」

についての相談が７０％以上を占めるという突出した傾向を示して

いる（全年齢では２５％前後）（注２１）。 

なかでも「２０歳未満」のインターネット関連の相談は高い水準で

推移している（注２２）。とりわけ，２０１４年には，インターネッ

ト通販の相談やオンラインゲームでの高額な課金決済等，インターネ

ット関連の相談は増加する一方であることが指摘されている。 

このように，若年者は既に通信サービスに関する消費者被害の危険

に晒されているが，これに対する有効な対策が見出されていない状態

で成年年齢を引き下げることは，更に同様の被害を増加させることに

繋がりかねない。 

ウ 小括 

以上，１８歳，１９歳の者を含む未成年者を取り巻く消費者被害の現状

を概観してきたが，これらの現状によれば，契約年齢を引き下げることで，

１８歳，１９歳の若年者から未成年者取消権を喪失せしめることは，これ

らの若年者に対する消費者被害を拡大することに繋がると考えられる。 
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② 契約年齢を引き下げた場合の問題点を解決するための施策の状況 

上記のとおり，契約年齢を引き下げることによる問題点があることから，

成年年齢の引下げのためには，問題点に対する施策が実施され，一定の効果

を上げていることが必要である。 

この点，「最終報告書」では，契約年齢を引き下げた場合の問題点を解決

するための施策として，具体的には「消費者保護施策の充実」，「消費者関係

教育の充実」を挙げている（注２３）。 

ア 消費者保護施策の充実について 

(ｱ) 「最終報告書」では，消費者保護施策として，取引の類型や若年者の

特性に応じて，事業者に重い説明義務を課したり，取引の勧誘を制限す

ること，一定の条件の下で取消権を付与することなどを提案している。 

しかし，仮に一定の条件の下で若年者に取消権を付与するとしても，

この条件の定め方如何では１８歳，１９歳の者に対する保護が有名無実

化しかねない。現在の未成年者取消権制度は，上述のとおり，悪質業者

に対する未成年者勧誘の強い抑止力になっている。こうした社会的事実

を踏まえると，新たな取引の勧誘の規制は，少なくとも現在と同程度の

若年消費者保護の制度である必要があるが，これは，１８歳，１９歳の

行為能力を否定すると等しいものにならざるを得ないことになる。 

また，たとえ「最終報告書」が提言するように，事業者に取引の類型

や若年者の特性に応じた重い説明義務を課したとしても，判断能力が十

分でない１８歳，１９歳の若年者が説明を受けた旨の書類に不用意にサ

インすることで，事業者が義務違反を免れる旨主張してくることが予想

される。 

１８歳，１９歳の者を取り巻く消費者被害の現状に鑑みれば，未成年

者取消権に代わる有効な施策が見出せない現状では，やはり，同取消権

による網羅的な抑止力を維持すべきといえる（注２４，注２５，注２６）。 

(ｲ) 「最終報告書」では，若年者の消費者保護施策として，専用相談窓

口の設置を提言している。 

しかし，消費者問題における事後的な相談や救済は，あくまで個別的

なものに留まり，限定的な効果しかない上，事後的には十分な被害回復

がなされないことも少なくない。 

消費者相談に関しては，消費者庁及び各地の消費生活センターで若年

者に対する啓発活動等を実施しているが（注２７，注２８），若年者の
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間に蔓延する消費者被害に対する対処療法の域を出ておらず，契約年齢

の引下げに対する懸念を払拭する程度には至っていないと考えられる。

実際にも，「消費生活相談」のうち「２０歳未満」の相談件数（概数）

はほぼ横ばいの状態で推移しており，「２０歳未満」の消費者被害は減

少していない。 

(ｳ) 「最終報告書」では，消費者保護施策として，若年者に取消権がなく

なることを広報するとする。 

しかし，民法の成年年齢の引下げの議論については，現在でもその認

知度は極めて不十分である。内閣府が２０１３年１２月１４日に発表し

た「民法の成年年齢に関する世論調査」において，『民法の成年年齢の

引下げの議論』についての認知度を質問したところ，「１８歳～１９歳」

の回答は，「議論されていることを聞いたことがあり，議論の内容も知

っている」が１４．８％，「議論されていることを聞いたことがあるが，

議論の内容までは知らない」が５５．６％，「議論されていることを聞

いたことがない」が２９．６％であった。このように，議論の内容を知

らない者の割合が８５％を占めている。 

以上の結果からすると，１８歳，１９歳の若年者に対して，少なくと

も現在，未成年者取消権がなくなる可能性があることを自覚させるには

至っていないことは明らかであり，仮に今後，政府が法改正の広報をし

たとしても，どの程度の効果があるかは不明である。 

イ 消費者関係教育について 

「最終報告書」は，「消費者関係教育の充実」として，契約の成立や取

消等に関する法教育の充実，クーリングオフ制度等消費者保護教育の充実，

金融リテラシー等金融経済教育の充実を掲げている。 

消費者関係教育については，消費者教育の推進に関する法律（以下「消

費者教育推進法」という）が２０１２年１２月から施行され，消費者教育

として「消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育

（消費者が主体的に消費者市民社会（注２９）の形成に参画することの重

要性について理解及び関心を深めるための教育を含む）」がなされるべき

とされており，同法下での施策の在り方が上記消費者関係教育の実現に大

きく影響することとなる。 

しかしながら，同法に基づく「消費者教育の推進に関する基本方針」は

２０１３年６月に閣議決定されたばかりである。そのため，同法に基づく
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消費者教育は，関係各機関の努力にも関わらず，未だ十分に国民に浸透し

ているとは言い難い状況にある。 

例えば，同法は，都道府県及び市町村に対して消費者教育推進計画の策

定を求め，消費者教育推進地域協議会の設置を求めている。しかし，全４

７都道府県及び全２０政令市のうち，消費者教育推進計画を策定したのは

３０都府県及び７政令市に留まり（２０１５年１１月２７日時点）（注３

０），消費者教育推進地域協議会を設置したのは４２都道府県及び１１政

令市に留まる（２０１６年２月９日時点）（注３１）。 

また，内閣府が２０１５年１月に実施した「消費者行政の推進に関する

世論調査」によれば，「消費者教育の機会が確保されることについて守ら

れていると感じるか。」という質問に対し，「感じる」「どちらかといえば

感じる」の合計は１９．５％，「どちらかといえば感じない」と「感じな

い」の合計は実に６８．４％にも上った（注３２）。 

消費者教育推進法が施行されてから十分な時間が経過しておらず，かつ，

その効果が現れたことを示すデータ等も示されていない。したがって，「消

費者関係教育」は未だ道半ばという状況にあり，契約年齢の引下げの問題

点を解決する施策として十分な効果を挙げていないと言わざるを得ない

（注３３）。 

ウ 以上のとおり，「最終報告書」が紹介する施策は，いずれについても，

未だ十分な実施がなされ，効果が浸透しているとは言い難い。現在，若年

消費者保護の施策が十分に実施され，その効果が明らかになっているとは

いえず，また，契約年齢を引き下げた上で若年者の消費者被害を防ぐ有効

な対策が見いだせない段階であり，成年年齢の引下げにはなお慎重である

べきである。 

(2) 親権の対象となる年齢を引き下げた場合の問題点と施策の状況について 

「最終報告書」は，「親権の対象となる年齢を引き下げた場合の問題点」に

ついて「自立に困難を抱える１８歳，１９歳の者の困窮の増大」と「高校教育

における生徒指導を困難化するおそれ」を挙げている（注３４，注３５）。 

① 自立に困難を抱える若年者の困窮の増大とこれに対する施策の実施状況 

 ア 自立に困難を抱える若年者の困窮の増大 

「最終報告書」には，現代の若年者の中には，いわゆるニート，フリー

ター，ひきこもり，不登校など，経済的に自立していない者が増加してい

るとし，このような状況の下で民法の成年年齢を引き下げ，親権の対象と
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なる年齢が引き下げられると，自立に困難を抱える若年者が親の保護を受

けられなくなり，ますます困窮するおそれがあることが指摘されている。

また，法律上の成年年齢と精神的な成熟年齢が乖離し，若年者のシニシズ

ム（法律上の成年年齢を迎えてもどうせ大人になれないという気持ち）が

蔓延し，「成年」の有する意義が失われる懸念も示された。 

イ 自立支援に関する施策 

「最終報告書」は，親権の対象となる年齢を引き下げた場合の問題点を

解決する施策として「若年者の自立を援助するための施策の充実」（注３

６）を指摘するが，今日までに十分実行されているとは言い難い状況にあ

る。 

例えば，若年者の自立を支援する施策として，２０１０年に子ども・若

者育成支援推進法が施行され，地方公共団体は，子ども・若者支援地域協

議会や，子ども・若者の相談に応じる子ども・若者総合相談センターの設

置に努めるものとされたが，これらが設置された地方公共団体は未だ一部

に留まっており，その効果は困難を抱える若年者に広く及ぶには至ってい

ない（注３７）。 

さらに，「最終報告書」には，部会の意見として，自立支援のためにシ

ティズンシップ教育を行うことなども記載されているが，これも未だ十分

な実施をされているとはいえない。例えば，消費者教育推進法で求められ

ている，消費者市民社会に参画しうるための教育等の取組は緒に就いたば

かりであり，十分に実施の効果を発揮しているといえないことは，前述の

とおりである。 

② 高校教育における生徒指導を困難化するおそれとこれに対する対策 

さらに，「最終報告書」は，「民法の成年年齢を１８歳に引き下げると，高

校３年生で成年（１８歳）に達した生徒については，親権者を介しての指導

が困難となり，教師が直接生徒と対峙せざるを得なくなり，生徒指導が困難

になるおそれがある。」という点も指摘しており，これについては，実際に

教育現場に立つ高校教師や親，生徒からの事情聴取を綿密に行い，十分な議

論を重ねる必要がある。 

「最終報告書」は，この問題点に対し，高校入学時に在学中の指導等は親

権者を介して行う旨の約束をするなどの対策を挙げているが，最終報告書も

指摘しているとおり，現在，学校では学校内での学習指導に留まらず学校外

での生活の指導等も行っており，成人に達した生徒に対してどのような指導
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をしうるのかという問題にはなお困難が残る。 

少なくともこのような問題点が明らかであり，これに対する十分な施策が

見いだせていない状況においては，親権の対象となる年齢の引下げには慎重

であるべきである。 

(3) 養育費の支払終期の繰上げのおそれとこれに対する施策の状況について  

① 養育費の支払終期の繰上げのおそれ 

現在，離婚において，母が親権者になる割合が高いが，母子家庭の平均所

得は２４３万円（厚生労働省国民生活基盤調査（２０１３年））と低く，全

世帯平均の半分に満たず，ひとり親家庭，特に母子家庭の貧困が問題となっ

ている。母子家庭にとって，養育費は重要な収入である。 

養育費の支払終期については，理論的には経済的に自立していない子，す

なわち「未成熟子」概念を基準とすべきであり，成年年齢を基準とすべきで

ない（民法第７６６条第１項も「子の監護に要する費用」と規定し，「未成

年者の監護に要する費用とは規定していない」）。したがって，仮に，民法の

成年年齢の引下げがなされたとしても，本来未成熟子に対し負担すべき義務

である養育費等の支払終期には影響を及ぼさないというべきである。 

しかし，実際には，養育費に関する調停条項として，本来であれば，未成

熟子概念を用いるべきであるにも関わらず，「子が成年に達する日の属する

月まで」等と未成年者概念を用いて合意する例が後を絶たない。 

そして，このような運用を前提とする場合には，少なくとも事実上は，成

年年齢の引下げが養育費支払終期の繰上げに直結してしまうのではないか，

という疑念を拭い去れない。それが離婚を契機として母子家庭となった家族

の経済的事情を悪化させ，その貧困化の傾向に更に拍車をかけることになる

のではないかという危惧が指摘される。 

現在，高等教育においては奨学金等の公的助成制度が不十分であるため，

高等教育の費用負担は親の経済力に依存せざるを得ない状況にある。民法の

成年年齢の引下げにより，養育費の支払終期が早まるなどのケースが増える

場合，母子家庭の子どもの進学率の低下，それに起因する学習意欲や学力の

低下等が容易に想定される。そして，このような事態が，更に次の世代の経

済格差に繋がることが懸念される。 

② 養育費の支払終期が事実上早まる懸念に関する施策の実施状況 

既に述べたとおり，本来，養育費の支払終期については「未成熟子」概念

を基準とすべきであり，成年年齢を基準とすべきものでない。この基本的な
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考えが裁判実務の手続の中で実現されるようにすべきであるとともに，国民

全体にも広く周知徹底する必要がある。民法の成年年齢引下げが養育費の支

払終期が早まることに直結するような事態を生まないための施策を国が具

体的に提案することも必要である。 

しかし，未だこのような施策は実施されておらず，このような制度的担保

のないところでの民法の成年年齢の引下げには，慎重であるべきである。 

(4) 労働契約の解除権の喪失に伴う問題点とこれに対する施策の状況について 

① 労働契約の解除権の喪失に伴う問題点  

労働基準法第５８条第２項は「親権者若しくは後見人又は行政官庁は，労

働契約が未成年者に不利であると認める場合においては，将来に向ってこれ

を解除することができる」と規定し，未成年者の労働契約について，民法の

未成年者取消権とは別個に，未成年者にとって不利な労働契約（親権者等の

同意に基づいて成立した契約も含む）の解除権を認めている。 

民法の成年年齢を引き下げた場合，１８歳，１９歳の若年者は，民法の未

成年者取消権による保護だけでなく，労働基準法第５８条第２項の解除権に

よる保護も受けられなくなる可能性が高く，解除権による抑止力が働かなく

なる結果，労働条件の劣悪ないわゆるブラック企業等による労働者被害が１

８歳，１９歳の若年者の間で一気に拡大する可能性がある。 

この点については，２０１５年１１月９日に厚生労働省が発表した「大学

生等に対するアルバイトに関する意識等調査」が参考になる（注３８）。す

なわち，上記調査によれば，回答者のうち６０．５％の者が労働条件につい

て何らかのトラブルがあったと回答し，そのうちには，賃金不払や，労働時

間が６時間を超えても休憩がない等，法律違反のおそれがあるものもあった

ということである。 

上記のような若年者の労働の実態がある以上，民法の成年年齢を引き下げ

ることにより，１８歳，１９歳の若年者が労働基準法第５８条第２項の解除

権を喪失すると，いわゆるブラック企業等による労働者被害が若年者の間で

一気に拡大する可能性がある。 

② 若年者の労働条件に関する施策 

従って，民法の成年年齢引下げをするに当たっては，労働基準法第５８条

第２項の解除権を喪失することのデメリットを検証した上で，これに代わる

若年者保護の具体的制度を用意するべきである。労働契約における労働者被

害を防ぐための権利教育も実施する必要がある。 
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また根本的な解決として，ブラック企業のような劣悪な労働環境下に労働

者が陥ることを回避し，また，仮に陥ったとしても被害回復を容易に実現で

きるような制度を用意することが必要である。 

しかし，このような労働に関する施策は現在，未だ採られておらず，労働

基準法第５８条第２項の解除権喪失を伴う成年年齢の引下げには，慎重を期

すべきである。 

(5) 小括 

以上に述べたとおり，民法の成年年齢を引き下げた場合の上記の問題点を解

決する施策は十分に実施されていない上，その効果が十分に浸透したとはいえ

ない状況であり，このような状況の下で民法の成年年齢を引き下げることにつ

いては慎重であるべきである。 

５ 民法の成年年齢引下げによる他法への影響について 

また，日本には，成年年齢を定めた法令が２００以上存在すると言われている

が，民法の成年年齢が引き下げられると，これらの関連法令についても成年年齢

が引き下げられる可能性が高まることが予想される（注３９）。各法令にはそれ

ぞれの立法趣旨があるところ，成年年齢の引下げによる混乱が生じることが懸念

される。 

(1) 少年法の成人年齢の引下げへの影響について 

そもそも民法の成年年齢と少年法の成人年齢は，それぞれの立法目的は異な

るのであるから同一でなければならないという関係にはないが，２０１５年９

月１７日付けの自由民主党政務調査会の「成年年齢に関する提言」にあるよう

に，民法の成年年齢を１８歳に引き下げることにより，その影響を受け，少年

法の「成人」年齢も２０歳から１８歳に引き下げられるべきとの議論が強まる

ことが懸念される。 

前記のとおり，１８歳で自立している若者は少数である上，少年法において

は，家庭裁判所を経由した少年院送致や保護観察，保護的措置等を通じ，少年

の更生のための働きかけが行われている。少年法の成人年齢の引下げによって，

まだ可塑性の高い１８歳，１９歳の年長少年に再犯防止の支援がなされなくな

るとすれば極めて重大な問題であり，公職選挙法等他の法令における成人年齢

の如何に関わらず，少年法の成人年齢は引き下げられるべきでない。このこと

に関しては，当連合会も，２０１５年２月２０日付け「少年法の『成人』年齢

引下げに関する意見書」において反対の意見を述べているとおりである。 

(2) 児童福祉における支援の後退のおそれ 
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また，成年年齢の引下げによって，児童養護施設を退所したばかりの１８歳，

１９歳の若年者に対する支援が後退することが懸念される。 

すなわち，児童福祉法第４条第１項は「この法律で，児童とは，満十八歳に

満たない者をいい」と規定しているため，例えば，１８歳に達した若年者は原

則として児童養護施設を退所しなければならないなど，同法による保護を受け

られないとされている。しかし，児童福祉法第３１条等において，児童養護施

設等の児童福祉施設での措置や里親委託等は２０歳まで延長することができ

るとされている。仮に民法の成年年齢が引き下げられた場合，これに伴って２

０歳までの延長ができなくなるなどの影響が及ぶことが懸念される。 

(3) その他関連法令について 

その他，民法の成年年齢が引き下げられると，成年年齢を定めた多くの関連

法令についても成年年齢が引き下げられることが予想される。このことが社会

に及ぼす影響は大きく，拙速な引下げを実施すれば大きな混乱が予想される。

上記のほかにも，未成年者喫煙禁止法，未成年者飲酒禁止法のように，未成年

者の健康被害を防止する法律について安易な引下げを実施すると，１８歳，１

９歳の若年者の健康被害が増加する可能性があると指摘されている（公益社団

法人日本医師会の２０１５年９月９日付け「飲酒及び喫煙年齢の引き下げに対

する見解」）。競馬法，自転車競技法等のように，若年者の健全育成の観点の問

題もある。 

このように，民法の成年年齢の引下げの是非を検討するに当たっては，民法

のみでなく他法に与える影響も検討の対象とすべきであるが，このような検討

は未だ十分になされているとはいえない。 

６ 一般国民の議論や周知が十分でないこと 

(1) 国民のコンセンサスを得る必要性 

① 国民的な議論の必要性 

前述のとおり，民法の成年年齢を１８歳に引き下げることについては，１

８歳，１９歳の若年者に自己決定権を付与するという積極的な側面もある。 

しかしながら，それに伴う様々な影響も考慮されるべきであるところ，そ

のメリットとデメリットが国民の間で十分に検討議論されているとはいえ

ない。前述のとおりの問題点もある状況である。このような問題については，

若年者から高齢者まで全ての国民の間で十分に時間をかけて議論をし，国民

のコンセンサスを得た上で慎重に進めるべきである。 

この点，諸外国の例をみても，成年年齢を引き下げた理由として，１９７
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０年代に１８歳以上の若年者の多くが徴兵制の下，ベトナム戦争に派兵され

ていたことなどを背景に，選挙年齢や民法の成年年齢を１８歳に引き下げる

べきという世論の高まりがあったことを挙げる国・地域が多い様である（ア

メリカの一部の州，オーストラリア，カナダの一部の州，ドイツ，ニュージ

ーランド等）（注４０，注４１）。しかし，今日の日本においては，１８歳，

１９歳の若年者に成年年齢を認めるという世論の高まりはみられない。 

② 国民の意識 

民法の成年年齢の引下げについて，読売新聞が全国世論調査（郵送方式）

を実施したところ(２０１５年１０月３日付け読売新聞)，成年年齢を１８歳

に引き下げることには「反対」が５３％で，「賛成」の４６％を上回った。

反対する理由（複数回答）は「１８歳に引き下げても，大人としての自覚を

持つと思えないから」の６２％がトップで，「経済的に自立していない人が

多いから」（５６％），「精神的に未熟だから」（４３％）などの順だった。な

お，「反対」は２０歳代で６６％，３０歳代で５９％，４０歳代でも５７％

となり，成年に達したばかりの２０代からの反対が最も多いという結果とな

った（注４２）。 

 また，既に述べたとおり，内閣府が２０１３年に行った「民法の成年年齢

に関する世論調査」の結果によれば，「１８～１９歳」の回答では，民法の

成年年齢の引下げの議論の内容を知らない者の割合が８５％を占めた。 

さらに，同世論調査によれば，「成年年齢引下げの議論」に関心があるか

という質問に対して，「１８～１９歳」の回答は，「関心がある」が１８．５％，

「ある程度関心がある」が２９．６％，「わからない」が１．９％，「あまり

関心がない」が４０．７％，「関心がない」が９．３％であった。このよう

に，「関心がない」「あまり関心がない」を合計すると５０％に達し，「関心

がある」と「ある程度関心がある」を合計しても４８．１％と半数に満たな

い。 

このように，民法の成年年齢引下げについての国民のコンセンサスが得ら

れておらず，むしろ引下げに反対する意見が多数である上，この問題につい

ての国民の関心が高まっているともいえない状況である。 

(2) 問題点を克服するための施策の効果が国民に認識されているか 

① 施策の効果が国民に認識されている必要があること 

さらに，「最終報告書」は，民法の成年年齢引下げの条件として，「施策が

実現されること」，「これらの施策の効果が十分に発揮されること」に加えて，
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「それが国民の意識として現れた」ことを挙げている。その上で，「民法の

成年年齢の引下げが行われる場合，何が変わることになるのか，国民生活に

どのような影響を及ぼすのかなど，一般国民，特に大きな影響を受ける若年

層にとって理解しやすい形で，周知徹底を図る必要がある。」（２１頁）とし

ている。 

② 施策の効果が国民に認識されていないこと 

しかしながら，現在，消費者教育等の施策の効果が，国民に認識されてい

るとは言い難い。例えば，前述した２０１５年に内閣府が実施した「消費者

行政の推進に関する世論調査」によれば，「消費者教育の機会が確保されて

いることについて守られていると感じるか」という質問に対し，「感じない」

「どちらかといえば感じない」という回答者の合計は，６８％にも上ってい

る。 

そして，前述の読売新聞の世論調査では，契約年齢引下げの賛否に関して，

「あなたは，１８歳，１９歳の者が，親などの同意がなくても一人で高額な

商品を購入するなどの契約をできるようにすることに賛成ですか。それとも

反対ですか。」という質問に対して，「１８～１９歳」の回答は，「賛成であ

る」と「どちらかといえば賛成である」を合計しても３３．３％でしかなく，

「どちらかといえば反対である」と「反対である」を合計すると６４．８％

にも上る。 

なお，契約を一人ですることができる年齢を１８歳にすることの賛否につ

いて「反対である」もしくは「どちらかと言えば反対である」と回答した者

（全年齢）に対して「どのような条件を整備したら，契約を一人ですること

ができる年齢を１８歳に引き下げてもよいとお考えですか。」という質問が

なされたが，これに対しては，「どのような条件が整備されたとしても，年

齢を引き下げることには反対である」と回答した者が最多（４３．８％）で

あった。 

このように，民法の成年年齢引下げに伴う問題点の解決のための施策の効

果についても国民に認識されていない状況である。 

７ 結語 

以上のとおり，民法の成年年齢引下げについては，一定の積極的な意義が認め

られるが，引下げについて国民のコンセンサスは未だ得られておらず，世論の多

くが契約年齢の引下げを望んでいない状況である。また，成年年齢の引下げに伴

って様々な問題点があるにも関わらず，その解決のための施策は未だ十分でなく，
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その効果は十分に現れておらず，その効果が国民に認識されているとは言い難い。 

成年年齢の引下げをするためには，それに伴う問題点を克服するための施策が

十分に実施され，その効果が浸透し，国民がこれを認識するとともに，世論の多

くが契約年齢の引下げを望んでいる状況になることが必要であり，これが達成さ

れていない現状においては，民法の成年年齢の引下げにはなお慎重であるべきで

ある。 
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（別紙） 

注１ 法制審議会「民法の成年年齢引下げについての最終報告書」の全文については，

法制審議会のホームページで確認できる（http://www.moj.go.jp/shingi1/shing

i2_091028-1.html）。 

注２ 当連合会２００８年１０月２１日付け「民法の成年年齢引下げの是非に関する

意見書」は http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2

0081021.pdf に，２００９年９月１０日付け「民法の成年年齢の引下げの議論に

関する会長声明」は http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statem

ent/year/2009/090910_2.html に掲載。いずれも結論としては本意見書と同趣旨

である。 

注３ 当連合会は，２０１５年２月２０日付け「少年法の『成人』年齢引下げに関す

る意見書」において，少年法第２条の「成人」年齢の引下げに反対した。同意見

書が反対の理由として挙げる「１８歳で自立している若者は少数である」という

部分は民法の場合の議論にも当てはまる（http://www.nichibenren.or.jp/libra

ry/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150220_2.pdf）。 

注４ 自由民主党政務調査会の「成年年齢に関する提言」（２０１５年９月１７日）

は，飲酒，喫煙については，健康被害の拡大や非行を防止する観点から，今後も

慎重な検討を加えるとしている（http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/polic

y/130566_1.pdf）。 

注５ 自由民主党政務調査会の「成年年齢に関する提言」（２０１５年９月１７日）

は「民法を始めとする各種法律において，我が国における「大人」と「子供」の

範囲を画する基準となる年齢が満１８歳に引き下げられることを踏まえ，国法上

の統一性や分かりやすさといった観点から，少年法の適用対象年齢についても，

満１８歳未満に引き下げるのが適当であると考える。」としている。 

注６ ２０１３年５月，成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部

を改正する法律が成立，公布され（２０１３年６月３０日施行），同年７月１日

以後に公示・告示される選挙について，成年被後見人は，選挙権・被選挙権を有

することとなった。 

注７ 「最終報告書」は，民法の成年年齢の意義について，①「契約年齢」（民法は，

成年年齢を２０歳と定めた上で（第４条），未成年者の行為能力を制限して法律

行為をするにあたって法定代理人の同意を要求する一方（第５条第１項），この

同意なく行われた法律行為については取消権を付与することで未成年者に取引

上の保護を与えている（第５条第２項）。このように，民法の成年年齢は，行為
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能力が制限されることによって取引における保護を受けることができる年齢を

画する基準となっている。），②「親権の対象となる年齢の範囲を画する基準」（民

法は，未成年者は父母の親権の対象となる旨定めている（第８１８条第１項）。

このように，民法の成年年齢は，父母の親権の対象となる年齢の範囲を画する基

準となっている。），③「大人と子どもを画する基準（国民の意識）」（「最終報告

書」では「民法が成年年齢としている年齢２０歳は，民法以外の多数の法令にお

いて，各種行為の基準年齢とされていることや，我が国において成人式が２０歳

に達した年に執り行われているという慣行等に鑑みれば，法律の世界のみならず，

一般国民の意識においても，大人と子どもの範囲を画する基準となっているもの

と思われる。」と指摘し，これも成年年齢の意義として挙げている。）の三つに分

析している。 

注８ 民法ではこの他にも，養子を取ることができる年齢（民法第７９２条），婚姻

適齢（民法第７３１条）を定めているが，「最終報告書」では，これらは今回の

引下げ検討とは連動しないこととしている。 

注９ 文部科学省「平成２７年度学校基本調査（速報値）の公表について」（http://

www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/08/18/

1360722_01_1_1.pdf） 

注１０ このような特徴があることは「最終報告書」でも認められている。 

注１１ ＰＩＯ-ＮＥＴ（Practical Living Information Online Network）とは，国

民生活センターと全国の消費生活センター等に設置した端末機をオンラインで

結び，全国の消費生活センターが受け付けた消費生活相談の中の「苦情相談（危

害・危険を含む）」を収集しているシステムである（消費生活年報２０１４）。 

注１２ 国民生活センターが近時発表した情報のうち，若年者が契約当事者になる場

合が多いものとして，①「相談急増！大学生に借金をさせて高額な投資用ＤＶＤ

を購入させるトラブル」（２０１４年５月８日），②「プリペイドカードの購入を

指示する詐欺業者にご注意！！」（２０１５年３月２６日），③「２０代に増えて

いる！アフィリエイトやドロップシッピング内職の相談～友人を騙すと儲か

る！？借金をさせてまで支払わせる事例も～」（２０１５年７月１６日）等があ

る。 

注１３ 国民生活センターの統計は「１８～１９歳」と「２０～２２歳」という区分

がなされていたため，「１歳当たりの平均」の相談件数を算出することとし，「１

８～１９歳」については２で除した数，「２０～２２歳」については３で除し

た数を，それぞれ「１歳当たりの平均」の相談件数とした。本意見書第２，４



23 
 

(1）①イでは，同様に算出した１歳当たりの数値を用いている。 

注１４ 国民生活センターによれば，全国の消費生活センターに寄せられた「消費生

活相談」のうち「１８～１９歳」の１歳当たりの平均相談件数は，５，２４８．

５件（２００９年），５，６９６．５件（２０１０年），５，２２１件（２０１

１年），４，８８４件（２０１２年），５，７２９件（２０１３年），５，８８

５件（２０１４年），１，９３５．５件（２０１５年。但し８月１２日迄（以

下同じ））である。同じく，「２０～２２歳」の１歳当たりの平均相談件数は，

９，９４３．７件（２００９年），８，９４４件（２０１０年），８，２２０．

３件（２０１１年），７，８９９件（２０１２年），８，３２５．３件（２０１

３年），９，０５２．７件（２０１４年），２，５５２件（２０１５年）である。 

注１５ 全相談件数に占める「１８歳～１９歳」の割合は，約１．１６％（２００９

年），約１．２７％（２０１０年），約１．１８％（２０１１年），約１．１３％

（２０１２年），約１．２２％（２０１３年），約１．２３％（２０１４年）で

ある。 

注１６ 全相談件数に占める「１８～１９歳」の割合とは，「１８～１９歳」の相談

件数を全年齢の相談件数で除したものをいう。 

注１７ 国民生活センターによれば，注１４のとおり「１８～１９歳」と「２０～２

２歳」の１歳当たりの平均相談件数を比較すると，後者は前者の約１．８９倍

（２００９年），約１．５７倍（２０１０年），約１．５７倍（２０１１年），

約１．６２倍（２０１２年），約１．４５倍（２０１３年），約１．５４倍（２

０１４年），約１．３７倍（２０１５年）となっている。 

注１８ 国民生活センターによれば，「マルチ取引」の１歳当たりの平均相談件数は，

「１８～１９歳」では６６１．５件であるのに対し，「２０～２２歳」では約

８１５６．３件である。 

注１９ 「２０～２２歳」と「１８～１９歳」の１歳当たりの平均相談件数を比較す

ると，既払金額が多額になるほど両者の差は広がっている。国民生活センター

によれば，２００５年～２０１５年８月１２日の消費生活相談における「１８

～１９歳」の１歳当たりの平均相談件数６６，４０６件のうち，既払金額が１

千円未満の相談が２４４．５件，１万円未満が３，１２０．５件，５万円未満

が４２２９件，１０万円未満が１，９０３件，５０万円未満の相談が３，１１

５．５件，１００万円未満が７５９．５件，５００万円未満が４２３．５件，

１億円未満が７．５件，１億円以上が０件であった。これに対し，同じく「２

０～２２歳」の１歳当たりの平均相談件数約１２３，５３７．３件（「１８～
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１９歳」に比して約１．８６倍）のうち，既払金額が１千円未満の相談が約７

２６．７件（約２．９７倍。以下同じ），１万円未満が５，０４４件（約１．

６２倍），５万円未満が約７，８４６．７件（約１．８６倍），１０万円未満が

約３，９６２．３件（約２．０８倍），５０万円未満が約９，１１０．３件（約

２．９２倍），１００万円未満が３，１１１件（約４．１倍），５００万円未満

が１，３０２件（約３．０７倍），１億円未満が約３６．７件（約４．９倍），

１億円以上が０件であった。 

注２０ 国民生活センターによれば，「フリーローン・サラ金」の相談件数は，２０

０４年～２００８年において，１８歳～１９歳では１０位（平均すると１歳当

たり１０２件／年）であるのに対し，２０歳～２２歳では３位（同じく１１４

８件／年）と顕著な違いがみられた（なお，２００９年～２０１４年について

は，１８～１９歳は１０位以下（圏外）であったのに対し，２０～２２歳につ

いては５位（同じく２８６件／年）であり，年齢による違いを検証すること自

体が不可能であった）。 

注２１ 「消費生活年報」によれば，「２０歳未満」の相談では，「運輸・通信サービ

ス」が，７５．７％（２０１１年度），７１．５％（２０１２年度），７０．１％

（２０１３年度），７０．６％（２０１４年度）と突出している。なお，全年

代でみると，「運輸・通信サービス」の割合は，２５．７％（２０１１年度），

２５．８％（２０１２年度），２４．２％（２０１３年度），２８．７％（２０

１４年度）である。 

注２２ 「消費生活年報」によれば，『２０歳未満』の相談件数のうち，『アダルト情

報サイト』『デジタルコンテンツその他』『出会い系サイト』『移動通信サービ

ス』『インターネット接続回線』（本稿では以上を「インターネット関連」とし

た）の合計は，２１，４７４件（２０１１年），１７，０３１件（２０１２年），

２０，００１件（２０１３年），１９，０１３件（２０１４年）である。 

注２３ 「最終報告書」の提言抜粋 

ア 消費者保護施策の充実 

① 若年者の社会的経験の乏しさにつけ込んで取引等が行われないよう，

取引の類型や若年者の特性（就労の有無，収入の有無等）に応じて，事

業者に重い説明義務を課したり，取引の勧誘を制限する。 

② 若年者の社会的経験の乏しさによる判断力の不足に乗じて取引が行

われた場合には，契約を取り消すことができるようにする。 

③ 若年者が消費者被害にあった場合に気軽に相談できる若年者専用の
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相談窓口を消費生活センター等に設ける。 

④ １８歳，１９歳の者には契約の取消権がないということを１８歳，１

９歳の者に自覚させるような広報活動をする。 

⑤ 特定商取引法（昭和５１年法律第５７号）第７条第３号，同法施行規

則（昭和５１年通商産業省令大８９号）第７条第２号では，老人その他

の者の判断力の不足に乗じて一定の取引をした場合には，主務大臣が販

売業者に対し，必要な措置を指示することができる旨の規定が置かれて

いるが，ここに「若年者」を付け加える。 

イ 消費者関係教育の充実 

① 法教育の充実。例えば，契約の意義，成立の要件，解消することがで

きる場合とできない場合の理解など契約に関する様々な教育を行う。 

② 消費者教育の充実。例えば，クーリングオフ制度や国民生活センター

の役割等消費者保護基本制度の基本や悪徳商法の特徴・対策などを教え

る。 

③ 金融経済教育の充実。例えば，金融リテラシー（金融やその背景とな

る経済についての基礎知識と，日々の生活の中でこうした基礎知識に立

脚しつつ自立した個人として判断し意思決定する能力）を身につける機

会を提供する。 

注２４ 「最終報告書」が紹介する消費者契約法第３条第１項は事業者の努力義務に

過ぎず，同法第４条第１項は取消期間が短い（同法第７条第１項）などの問題

点がある。 

注２５ 「最終報告書」では「１８歳，１９歳の者が，一定額以上の契約を行う場合

や，特定商取引に関する法律に定める一定の類型の取引を行う場合には，事業

者に対し，年齢，職業，収入等について証明書類の提示等を受けさせるなどの

調査義務を課し，これに違反した場合には契約を取り消すことができるように

するという意見も出された。」とあるが（１６頁＊２０），そのような調査義務

等は未だ立法化されていないし，調査義務の範囲の決め方如何では，１８歳，

１９歳の者に対する保護が有名無実化しかねない。 

注２６ 「最終報告書」は，消費者保護施策として，特定商取引法第７条第４号（旧

第３号），同法施行規則第７条第２号（老人等の判断力の不足に乗じ訪問販売

で契約をさせた業者に対する行政の指示）につき，「老人等」に「若年者」を

付加する改正をすべきと部会の審議過程での意見として挙げているが，現時点

において改正されていない。 
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注２７ 消費者庁「若年層に対する消費者教育」（衆議院・憲法調査会配付資料，htt

p://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/1860424sho

uhi.pdf/$File/1860424shouhi.pdf） 

注２８ 独立行政法人国民生活センターのホームページ「相談事例と解決結果 若者

に多い相談」（http://www.kokusen.go.jp/jirei/j-top_wakamono.html） 

注２９ 消費者教育推進法によれば，消費者市民社会とは，「消費者が，個々の消費

者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ，自らの消費生活に関する

行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影

響を及ぼし得るものであることを自覚して，公正かつ持続可能な社会の形成に

積極的に参画する社会」とされ，こうした社会に参画しうるようにするための

教育が求められている。 

注３０ 消費者教育推進計画の策定状況については，消費者庁のホームページ「都道

府県消費者教育推進計画等策定状況」で紹介されている（http://www.caa.go.

jp/information/index18_1.html）。 

注３１ 消費者教育推進地域協議会の設置状況については，消費者庁のホームページ

「消費者教育推進地域協議会設置状況」で紹介されている（http://www.caa.g

o.jp/information/index18_2.html）。 

注３２ 内閣府「消費者行政の推進に関する世論調査」（２０１４年１月調査）（http:

//survey.gov-online.go.jp/h25/h25-shohisha/index.html） 

注３３ 海外の先進的な消費者教育の例を紹介した文献として，財団法人消費者教育

支援センター「海外の消費者教育２０１１ 韓国・スペイン・ＰＥＲＬ」があ

る。 

注３４ 「最終報告書」では，「自立に困難を抱える１８歳，１９歳の者の困窮の増

大」として，現代の若年者は精神的・社会的な自立が遅れていること等が指摘

されているが，このような状況において民法の成年年齢を引き下げると，親の

保護を受けにくくなり，ますます困窮するおそれがあること，若年者のシニシ

ズム（法律上の成年年齢を迎えても，どうせ大人にはなれないという気持ち）

が蔓延し「成年」の有する意義が損なわれるおそれがあること，離婚の際の未

成年者の子の養育費が早期に打ち切られる可能姓があること等が指摘されて

いる（１４頁）。 

注３５ 「最終報告書」では，「高校教育における生徒指導を困難化するおそれ」と

して「現代の高校における生徒に対する生活指導は，原則として親権者を介し

て行っているところ，民法の成年年齢を１８歳に引き下げると，高校３年生で
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成年（１８歳）に達した生徒については，親権者を介しての指導が困難となり，

教師が直接生徒と対峙せざるを得なくなり，生徒指導が困難になるおそれがあ

る。」と指摘されている（１５頁）。 

注３６ 「若年者の自立を援助するための施策の充実」について，「最終報告書」は

部会での審議過程での意見として，以下の５項目を挙げる（８～１０頁）。 

① 若年者がキャリアを形成できるような施策の充実。例えば，若年者の就

労支援，教育訓練制度，インターンシップ等の充実。 

② いわゆるシティズンシップ教育（多様な価値観や文化で構成される現代

社会において，個人が自己を守り，自己実現を図るとともに，よりよい社

会の実現のために寄与するという目的のために，社会の意思決定や運営の

過程において，個人としての権利と義務を行使し，多様な関係者と積極的

に関わろうとする資質を獲得することができるようにするための教育）の

導入。 

③ 若年者が情報提供や相談を受けられるワンストップサービスセンター

の設置。例えば，イギリスでは１３歳から１９歳までの者を失業者や無職

者にしないための総合的な支援サービスとしてコネクションズという機

関を各地に設けている。 

④ 青少年が早期に社会的経験を積むための社会参画プログラムの提供。例

えば，スウェーデンでは，学校の授業の運営に生徒の意見を反映させる制

度がある。 

⑤ 児童福祉施設の人的，物的資源の充実や子育てを社会全体で支えていく

仕組みの充実。なお，フランスでは，１９７４年に私法上の成年年齢を２

１歳から１８歳に引き下げた際，司法的保護の措置の延長等を裁判官に請

求できるという若年成年者保護制度などの措置をあわせて講じている。 

注３７ 内閣府「子ども・若者白書」平成２７年版 

注３８ 厚生労働省「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査」（２０１５

年１１月９日，http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000103577.html） 

注３９ 例えば，医師法第３条，宅地建物取引業法第１５条，特許法第７条，少年法

第２条，国民年金法第７条等で成年年齢を定めている。自由民主党政務調査会

の「成年年齢に関する提言」（２０１５年９月１７日）によれば，関連法令に

ついても，原則として１８歳に引き下げることとされている（http://jimin.n

css.nifty.com/pdf/news/policy/130566_1.pdf） 

注４０ 法制審議会民法成年年齢部会第７回会議（平成２０年９月９日開催）で報告
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された「諸外国における成年年齢等の調査結果」には，「１９６０年代，多くの

米国民の中で（中略）「戦うのに十分な年齢，投票するのに十分な年齢（old eno

ugh to fight,old enough to vote）がキャッチフレーズとされた。このような

状況の中，連邦政府が憲法を改正し，選挙年齢を引き下げた。この社会的な流れ

を受けて，成年年齢の引き下げが行われた（ワシントン DC，ニューヨーク，ヒュ

ーストン）」との指摘がある。 

注４１ 「最終報告書」では，「成年データがある国・地域のうち（１８７か国（地

域を含む）），成年年齢を１８歳以下としている国は１４１か国である」ものの，

「民法の成年年齢を１８歳に引き下げる理由として，単に，諸外国の多くで１

８歳成年制を採用しているからというのでは説得力がないという意見も出さ

れた。」ことが紹介されている。 

注４２ ２０１５年１０月３日付け読売新聞（http://www.yomiuri.co.jp/politics/

20151002-OYT1T50149.html） 

 


