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「10 年の軌跡と今後の 10 年への期待～消費者とともに～」
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Ⅰ.開会挨拶
特定非営利活動法人

消費者支援機構関西

理事長

榎

彰德

その後は、消費者団体訴訟制度にもとづき、不当
な契約・勧誘・広告表示による消費者被害の未然防
止、拡大防止の活動に最大限の力を注いできました。
この 10 年間で差止請求訴訟を 8 件提起し、いずれも
勝訴または勝訴的和解を勝ちとりました。また、裁判
によらない申入れにより、事業者に改善を求める活動
では、これまでに 81 の事業者に書面でのやり取りや
協議を通して、様々な改善を実現して参りました。ま
た、関西の同じ適格消費者団体である京都消費者契
約ネットワークさんやひょうご消費者ネットさん、各府
消費者支援機構関西の理事長の榎彰德でござい
ます。10 周年のシンポジウム開催に先立ちまして、お
礼のご挨拶をさせていただきます。

県の生協連合会や地域の消費者団体さんとともに
「消費者セミナー」やシンポジウムを一緒に開催する
など、広報・啓発活動にも取り組んで参りました。さら
には、事業者を対象にした啓発・セミナー活動にも設

消費者支援機構関西(以下、KC’s)は 2015 年 12

立当初から積極的に取り組み、2010 年からは消費者

月 3 日をもちまして設立 10 周年を迎えました。消費

と事業者とを結ぶ「双方向コミュニケーション研究会」

者団体訴訟という全く新たな制度を、関西の２府５県

として開催し、KC’s の活動の特徴の一つとなってい

の地域で実際に活用する担い手となるべく、消費者

ます。2011 年 5 月 30 日には、消費者支援功労者表

団体、弁護士さん、司法書士さん、消費生活相談員

彰として「内閣府特命大臣表彰」を受けました。

さん、研究者さらには趣旨に賛同する消費者・生活

「あっという間」の 10 年でした。残した課題の大きさ

者そして事業者、併せて 18 団体と 69 個人の共同の

に内心忸怩たる思いはありますが、一定の役割を果

力によって設立されたものです。2006 年 4 月 3 日に

たして、今日ここに設立 10 周年を迎えられたことを、

は、大阪府に NPO として登記をいたしました。2007 年

皆さんと共に喜び合いたいと思います。今日まで、

8 月 23 日には、消費者機構日本（COJ）さんとともに、

様々な立場から活動を支えて下さいました、会員はじ

わが国初の適格消費者団体の認定を内閣総理大臣

め関係各位に心から感謝を申し上げたいと思います。

から受けました。

とりわけ、ボランティアで多くの時間と労力を惜しみな
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く割いていただきました検討委員さん・検討グルー

本日 10 周年を記念しましてシンポジウムを開催さ

プの皆さん、運営に携わっていただきました役員の皆

せていただきました。10 年前はよかったねというシン

さん、事務局の皆さんにお礼を申し上げます。さらに、

ポジウムを企画したつもりはございません。10 年前に

国の行政機関、近畿各府県、各自治体の消費者行

設立したときに、私どもが参考にし、大いに学んだヨ

政ご担当部局には、ご指導を賜りありがとうございまし

ーロッパの制度、その制度は現在どうなっているか、

た。

どんな役割を果たしているか、もう一度紹介をしてもら
い勉強したいと思います。さらに、この制度が日本で
できて 10 年。これまでの成果と残した課題は何なの
か、これからの課題は何なのかを皆で検討したい、そ
ういうシンポジウムと思っております。
最後に一つだけ、緊急のお願いをさせていただき
ます。ご承知のように、消費者庁の徳島への移転問
題が突如降ってわいたように起こっております。私ど
も、東京への一極集中ということには、当然問題があ
ると思っています。しかし、今この時期に、唐突に、国
民的議論のないまま、消費者庁と国民生活センター

さて、「消費者の財産的被害の集団的な回復のた

を徳島に移転することに、大変大きな危惧を持ってお

めの民事の裁判手続の特例に関する法律」が、いよ

ります。危惧どころか、消費者行政を後退させてしまう

いよ来年 2016 年 10 月 1 日から施行されます。長い

んではないかという恐れを抱いています。全国消費

法律名ですが、つまりは消費者被害をみんなで取り

生活相談員協会さんが署名を取りまとめられて、何と

返すことができる新しい訴訟制度です。これまでは訴

か徳島移転を思いとどまらせるという運動でございま

訟に勝っても、被った被害は適格消費者団体では取

す。緊急でございますが、シンポジウムの途中に休憩

り戻せませんでした。今度の制度では被害を取り戻

がございます。さらにはシンポジウムが終わって、レセ

すことができるのです。もう地団駄を踏む必要はない

プションへの移行の時間にも若干の休憩がございま

のです。この訴訟を担えるのは適格消費者団体の中

すので、入口に署名用紙が置いています。是非署名

から認定される「特定適格消費者団体」だけです。特

をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い

定適格消費者団体にならなければ私たちの夢、課題

いたします。

は達成できません。この制度も初めてのことで実際に

消費者被害は依然として高止まりの状態です。

運用してみないと分からないことも多いのですが、

KC’s は、この 10 年を皆様のお力で、何とか頑張って

KC’s は出来るだけ早い段階で特定適格消費者団体

参りました。今後とも頑張っていきたいと思いますの

の認定を得るべく準備を進めています。来年には、

で、これまで以上のご支援をお願いいたしまして、ご

KC’s は消費者被害を実際に取り戻す訴訟を起こせ

挨拶とさせていただきます。

るという新たなステージに立つことになります。やっと、
両腕に戦える武器が揃うんです。引き続きご支援くだ
さい。KC’s 満 10 歳。人間で言えばやっと自分の力
で歩け、やっと自分の頭でほんの少し考えられるよう
になった少年、少女に過ぎません。かのクラーク博士
は言いました。「少年（少女）よ、大志を抱け！」と。大
志と夢を持って共に頑張りましょう。
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Ⅱ.基調報告１
「消費者被害拡大防止と回復：海外の制度及び消費者団体について」
カライスコス・アントニオス氏（関西大学法学部准教授）

は、Do Not Call 制度、Do Not Knock 制度といった、
特商法の改正に関する話があります。私は、京都弁
護士会、近畿弁護士会連合会の海外調査に同行し
たことがあり、その際に KC’s と非常に密接な関係を
持つにいたりました。本日、お越しいただいている中
では、二之宮先生、島川先生、薬袋先生等と海外調
査にご一緒しまして、そこで KC’s の皆さんとの関係
を築けたと感じております。
京都弁護士会の海外調査で、ギリシャ、フランスに
行きました。フランスには、ＵＮＡＦ（全国家族協会連

本日は、「消費者被害拡大防止と回復：海外の制

合）というものがございまして、この訪問は、その Web

度・団体について」というタイトルでお話をしたいと思

サイトでも紹介されています。また、今年は、近畿弁

います。本日の 10 周年記念シンポジウムにお招きい

護士会連合会の海外調査で、オーストラリアの消費

ただきましたことを大変光栄に思っております。

者団体２つと、シンガポールの消費者団体を訪問しま

私は、普段、どのように工夫をすれば、学生が寝な

した。本日は、フランスとギリシャを中心にお話をしま

いで話を聞いてくれるのか模索しながら授業をしてお

すが、オーストラリア、シンガポールの消費者団体に

りますが、本日は 30 分しかないということで、いかに

ついて、初めに少しだけお話をしたいと思います。１

上手く短い時間で内容をまとめることができるのかが

つは、行政との連携が非常によく取れているということ

私の大きな課題になると思っております。先日、どの

です。例えば、オーストラリアの消費者団体ですと、

ようにうまく話をするのかということで、インターネットで

消費者団体の方から国会議員に提案をして、それを

いろいろと検索をしていましたら、とある政治家が書

議員ががんばって通してくれるという発言がありました。

いていたことなのですが、地方で講演をされる場合に
は、その地方にちなんだ話をされるそうです。例えば、
こういうものが美味しかったなどということです。私の
場合、2006 年に日本に来たのですが、日本に来たと
きに特商法関連のトラブルに巻き込まれて KC’s のお
世話になりました、という話があればよかったのです
が、そういう話は残念ながらありませんので・・・。
(１)はじめに
現在、日本における消費者法の大きな動きとして、
一つ目は、消費者の被害回復制度の導入、二つ目

二つ目は、シンガポールの団体について特に感じた
ことなのですが、一つのビジネスモデルとして成り立
っているということです。CASE Trust トラストという名の
認定制度を運用していまして、悪質ではない事業者
であるという認定を行い、それは消費者の利益にもな
りますし、消費者団体にとっても収入源になっていま
す。双方にとって良い、つまり、事業者にとっても良い
ですし、消費者団体の利益にもなるし、また、消費者
もそれによって保護されるという、単なる Win-Win で
はなくて、Win-Win-Win の関係だと思いました。
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(２)フランス

参加、そして、昨年から導入されましたグループ訴権

①消費者団体の組織

があります。このグループ訴権が、今後、日本で特定

フランスでは、消費法典の中に、消費者団体に関

適格消費者団体が担っていく制度と同じ制度で、

する規定があり、設立要件は、①１年以上の実績を持

2015 年 10 月 1 日で制度の導入から１年が経ちまし

つこと、②消費者の利益保護を目的とした活動を行

た。どういう制度かと申しますと、集団的な消費者被

っていること、③一定の加入者数を擁すること、となっ

害が発生した場合に 3 つの方法で消費者団体が対

ています。全国的な団体の場合は１万人以上、地域

応できるというもので。1 つ目がメディアシオンという和

的な団体の場合は相当数いることとなっており、これ

解みたいなものです。２つ目が、２段階のグループ訴

らが認可されるための条件となっています。これらの

訟です。日本とほぼ同じ仕組みで、第一段階では事

条件に従い認可がされますと、その認可は５年間有

業者の行為の違法性が認定され、二段階目で賠償

効となります。現在、全国レベルの消費者団体で認

手続きを進めます。2015 年 10 月時点での情報です

可を受けているのは 15 団体だそうです。地方の団体

が、１年の間に６件のグループ訴権が提起され、１件

については、経済省の Web サイトで地方ごとにリンク

は合意に至り、10 万人近くの消費者が賠償を得まし

が張ってありまして、地方ごとの認可地方団体が見ら

た。また、制度を補完するために 2016 年 1 月からメ

れます。フランス、ギリシャの調査が 2013 年 10 月だ

ディアシオン(和解)の手続きが、消費全分野に一般

ったのですが、そのときのヒアリングで出たお話が、フ

化されるということです。

ランスの消費者団体というのは主に３つに分けること

④UNAF

ができるということでした。１つ目は消費者問題のみに
取り組むもの、２つ目は労働組合を母体とするもの、３
つ目は家族の利益の保護に向けられているものです。
私 た ち が 訪 問 し た 消 費 者 団 体 は UNAF （ Union
Nationale des Associations Familiales：1973 年認可）
という、家族の利益を守るために作られた団体です。
本日、打ち合わせの際に河上先生のご発言で、私が
感動いたしましたのは、「国民すべてが消費者なのだ」
というお話で、まさにフランスのこのような分け方も、労

UNAF は、家族の利益を守るために作られた団体

働者も消費者であり、また家族も消費者であり、消費

で、個人的に、活動資金のほぼすべてが国家の補助

者法というのは消費者対事業者というよりは、家族の

であるという点にとても感心しました。ほぼすべてが国

保護、労働者の保護、ひいては国家の繁栄に結びつ

家による補助で、約 12 億 6796 万円のうちの 90%が公

くものなのだというような考え方が反映されているので

的な助成金でした。また、2014 年時点で 6,808 名の

はないかと感じました。

従業員がいます。あまりにも組織が大きいので、全国

②公的な資金援助

レベルの組織の他に地域レベルの組織というものが

フランスの消費者団体は公的な資金援助を受ける

あり、県レベル・地域レベルでの団体に分かれて活動

ことができます。

しているということでした。ただし、UNAF は、グループ

③活動内容

訴権は行使していないようです。

消費者団体として認可された場合のおもなメリット
は訴訟活動を積極的に行えるということで、主な訴権、
訴訟上使えるものとしては、私訴権、差止訴権、訴訟
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⑤Que Choisir

（３）ギリシャ
①消費者団体の組織
ギリシャの制度を見ますと、消費者団体は第 1 層の
消費者団体と第 2 層の消費者団体に分かれています。
第 1 層の消費者団体が全国レベルのもので 2 つあり
まして、第 2 層の消費者団体は 42 あります。ギリシャ
の人口は 1,000 万人少しなので、それを考えると非常
に数が多いのですが、これも地中海気質と言います
か、国から補助が出るので、一時期、乱立されたとい
う事情があります。これを講演会等でお話すると、「だ

Que Choisir の状況を見ると、2014 年の会計報告

からギリシャは破綻したのですね。」と皆さん納得され

では予算が約 39 億 6718 万円でした。ただし、UNAF

ますが、決して、消費者団体のせいで破綻したので

とは異なり、この消費者団体は雑誌を発行しており、

はないと私は思っております（笑）。

雑誌による収入が非常に大きいようです。日本と同じ
ように、雑誌から Web サイト上の購読に移行していて、
Web サイトの登録者が 10 万人を超えたということです。
今後は、よりそちらに移行するのではないかと思いま

いうこともあり、国からの資金援助を取りやめ、その代

月 1 日ですが、まさに、その 10 月 1 日にグループ訴

わり地方自治体からの資金援助に置き換えています。

権を提起しています。このような象徴性というか、シン

あまりよくないのですが、責任を、国から地方自治体

ボ ル的 なと こ ろ も 気 に して い る わ け で す が 、ぜ ひ

に転嫁したのではないかなと思っています。あと、⑥

KC’s にも新制度施行日に訴訟を提起していただけ

の慰謝料請求が興味深いのですが、これは、消費者

ると、それが後々、消費者法の教科書に載るのでは

団体が、消費者の集団的な被害によって消費者が被

ないかと思っております。内容は、賃貸マンションの

った精神的損害の賠償を受けて、それを自分の資金

管理をしている Foncia グループという会社が、家賃滞

にするという制度です。アメリカの懲罰的損害賠償制

納の通知を送る際の費用を予め徴収していたというも

度を導入したものであるということが立法事由のところ

のです。それについては、まだグループ訴権がなか

で説明されており、実際にギリシャの消費者団体を訪

った 2012 年と 13 年に、Que Choisir が訴訟を提起し

問しましたときに聞きましたところ、この制度を一番よ

て、違法であるということは認められていましたが、当

く使っているということです。ですので、日本での制度

時は損害を賠償してもらえませんでした。そこで、この

導入の際にも問題になると思うのですが、インセンテ

制度導入後に早速、合計約 57 億円、賃借人 31 万 8

ィブという話がかなり重要だと思っています。つまり、

千人の損害賠償を求めているということです。日本で
あれば、もうそろそろ判決が出ても良い頃なのですが、

認定されていますので、問題なく勝訴するであろうと
思われます。

国からの支援がなくなったということです。以前は国
ご存じのとおりギリシャの経済が破綻しつつあったと

グループ訴権の制度が導入されたのが 2014 年 10

だ出ていないようです。しかし、違法性自体は訴訟で

こちらの収入のところですが、特に注目するのは、
からの支援で、補助金という制度があったのですが、

す。

ギリシャ、フランスなどでは何年もかかりますので、ま

②収入源および活動の制限

端的に言いますと、消費者団体にとっては⑥の慰謝
料請求をすると、自分にお金が入ってきますので、非
常にインセンティブになり、これをよく使うということで
す。これと、差止請求を組み合わせているようでした。
ただし、支払われた慰謝料の使い方には縛りがあり、
2 割は消費者の教育等に使わなければならないとい
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う制約が存在します。前は４割程度でしたが、国から

再生や破産手続き等の消費者への助言活動を行っ

の支援が少なくなった分、前よりも多く自由に使って

ているとのことで、Web サイトを見ると、破産手続きや、

もいいよということになっています。

債務整理の方法などが掲載されています。ギリシャで

③活動

一番問題になっているのが、過去には、銀行からお

ギリシャでは特に制限がなく、消費者団体はあらゆ

金を借りて返さなかった場合でも、第一住居（自分が

る訴訟行為ができるとされています。そして、日本や

住んでいる家）は、なかなか競売にかけることができ

フランスと同じような二段階のグループ訴権、団体訴

ない仕組みになっていました。それが、今は銀行寄り

訟もありますが、使用されていないということでした。

の制度に変わりつつあり、第一住居の競売ができつ

理由は何かというと、やはりインセンティブなのではな

つあるようになっていて、そこに、消費者団体の懸念

いのかという気がしました。つまり、それをしても消費

が集まっているようでした。

者団体にはお金が入ってこないので、それよりも、同

なお、2014 年の収入が 5,300 万円、支出が 4,448

じような効果を持ちつつ、かつ自分たちの収入にもな

万円、繰り返しになって申し訳ありませんが、財政状

る慰謝料請求を使って、それを差止請求と組み合わ

況の良くないギリシャでもこの数字だということです。

せれば、それで十分な消費者保護が得られるというこ

そして、苦情申し立ての一位が、銀行・金融である

となのではないかと思います。

のが特徴的だと思います。これを日本の方にお話し

④ΕΚΠΟΙ
ΖΩ（EKPIZO）（「生活の質」）

ますと、「銀行ってそんな悪いことするのですか？」と
言われますが、ギリシャでは、悪徳業者、悪質業者の
一位が銀行です。いつの間にか約款を改定して手数
料を課したり、あるいはお金を貸すときに不明瞭な説
明していなかったり、年間で、この消費者団体に届い
た苦情申し立てだけで、12 万件ありました。これを特
に強調している理由は、例えば日本の制度を考える
ときに、外国ではこの業界は全然規制の対象になっ
ていませんよねという話が出たりしますが、国によって
事情が違うということです。ですので、単純に外国で

資金援助と国からの補助のお話をさせていただきた

はこの業者は何も規制されていないのに、日本で規

いと思います。消費者団体「生活の質」を訪問しまし

制する必要があるのかと考えるのは、まずは、その国

た際に、黄金時代があったという話をされており、年

の市場を把握しないと、一概には比較できないと思っ

間 10～20 件の団体訴訟を提訴していたそうです。一

ております。

時期、EU も含め、国からの補助金を、約 1,300 万～

2010 年以降は、多重債務者問題が活動の約 98%を

3,400 万円受けており、その時期が黄金時代だったよ

占めていて、団体訴訟をほぼ提起できないとのことで

うです。今は、少なくなって、約 208 万～400 万円で、

す。消費者団体の方がおっしゃっておられましたが、

弁護士はボランティアで頑張っているということでした。

消費者保護のレベルが低下したということです。消費

2013 年訪問した際に、消費者団体の方が、現状、消

者団体への十分な支援が足りないと、消費者団体が

費者団体として団体訴訟を提起している暇はなく、過

充実した活動を行えず、ひいては消費者保護のレベ

去には 10 件、20 件提起していたものが、今では年に

ルが低下するという危険性がある、これは日本にとっ

1、2 件でも精一杯だとおっしゃっていました。では、ど

て非常に示唆に富む状況ではないかと思います。

のような活動をしているのか聞くと、日本でいう、民事
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もちろん利益を分配する訳ではないですが、利益を
得ながら自由に活動しています。国からの資金援助
を受けても特に縛りがつくわけでもありません。その
中で、日本における今後の消費者団体の在り方です
が、外国の真似をする訳ではないのですが、外国の
潮流を完全に無視するのも違和感のある状況ではな
いのかなと思います。そして、民法改正の際にも、日
本の民法を世界に発信できるようなものにするべきだ
という話がありましたが、消費者保護政策についても
同じようなことが言えるのではないかと思っています。
世界に発信できるような、グローバルスタンダードとい
（４）終わりに

うよりは、世界の流れに則した制度として、導入してい

諸外国における消費者団体の位置づけを見ますと、

く必要があるのではないかと思っております。

影響力も大きいですし、資金援助も十分受けていて、

Ⅲ．基調報告２
「消費者被害拡大防止と回復：日本の制度及び消費者団体について」
高橋 義明氏（筑波大学社会工学域准教授）
今日は、まず消費者市民社会というのがなぜでて

費者市民社会ということばが、「生活安心プロジェクト」

きたのかというお話を最初にさせていただきたいと思

の最終報告に入ることになりました。「生活安心プロジ

います。その後、私が内閣府の後に所属した OECD

ェクト」は、それで終わるのではなくて、消費者行政推

事務局、OECD 消費者政策委員会の中で感じた消

進会議にアイデアが引き継がれることになります。な

費者団体の役割についてお話し、最後に、海外と比

ので、消費者行政推進会議が取りまとめた報告書に

べる中で、日本の消費者団体の現状と今後をどういう

も、消費者市民社会ということばが入ってきます。消

風に考えたらよいのかというお話をしたいと思います。

費者行政推進会議の取りまとめを受けて、消費者行
政推進本部が作られ、消費者行政推進基本計画と

（１）消費者市民社会論

いう流れになります。その年（平成 20 年版）の、国民

①我が国における「消費者市民社会」の経緯

生活白書は、私が取りまとめましたが、もう一回プロジ

我が国において、消費者市民社会ということばがで

ェクトの始まりの趣旨に戻って、消費者行政に限定せ

きてきたきっかけは、国民生活審議会で「生活安心プ

ず、どういうことを国民が消費者市民社会構築のため

ロジェクト」というのを始めたときになります。このプロ

に行っていけたらいいかという議論をしました。なので、

ジェクト自体は、消費者だけではなくて国民全体に対

その年は、「消費者市民社会への展望」というテーマ

して、行政が何を行えるかというものでした。福田元

で取りまとめがされています。そして 2012 年に消費者

総理が総理になったのをきっかけに始まったプロジェ

教育推進法が成立します。消費者教育の基本理念と

クトになります。この中の一つのアウトプットとして、消

して、「消費者が消費者市民社会を構成する一員とし
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うもの、あるいは消費者市民に市民性を考えなけれ
ばいけない、もう一度市民性を再生しなければいけな
いということです。マイケル・サンデルが、NHK の放送
で言っていたことがわかりやすいと思いますので参考
にあげます。消費行動は、消費者と市民というのが対
立しているのだということです。消費者としての行動を
すればするほど市民と対立する、そうすると消費者と
してではなく、市民として考え、公共性を再構築する
必要があるということです。
③消費者市民社会転換に向けた取組み
それをどういう風に実現していくべきかということで、

て主体的に消費者市民社会の形成に参画し、その
発展に寄与」とされています。国民生活審議会で始ま

Consumers International という消費者団体の世界組

った議論は消費者庁の理念として受け継がれ、法律

織が、消費者市民社会を考えています。彼らは権利

上においては、消費者教育として法律に明文化され

とともに、責任、消費者が果たすべき役割があるだろ

るということになります。

うとしています。そのときに「自己の権利を行使する」

②消費者市民社会とは

というのが消費者の権利ですが、もう一つ重要なのが、

国民生活審議会で示された消費者市民社会の定

「 他 者 の 権 利 を 尊 重 す る (respecting the rights of

義は「個人が，消費者としての役割において， 社会

others)」ということです。消費者市民社会の定義でも

倫理問題，多様性，世界情勢，将来世代の状況等を

お話しましたが、ここでも、関与・行動が出てきます。

考慮することによって，社会の発展と改善に積極的に

前提として、認識というのがあり、関与・行動も一人で

参加する社会。つまり，個人自らのためだけでなく，

するのではなくて、一緒に行動するというのが重要と

消費者・生活者全体の福祉のために行動できる消費

なっています。

者・生活者が求められており，消費者・生活者が自分

欧米では市民社会というのが確固として存在してい

自身の個人的ニーズと幸福を求めるとしても，地球，

ます。ただ、それがうまく消費社会とマッチしていて、

世界，国，地域，そして家族それぞれの段階での責

市民社会のうえに消費社会がのっかっているかわか

任を果たすものと言える。」です。この中で一番重要

らなくなっています。大量消費型の生活様式をなくし

なところは、「個人自らのためだけでなく、消費者・生

て、消費社会に市民性を回復していこうという風に考

活者全体の福祉のために行動できる」になります。

えられています。
欧米では、消費者市民社会という文脈で、何を実

「社会」のための「行動」というのが一番重要なキーワ
ードになります。

際に行動するのか問われたら、私の所属する消費者

私が消費者市民社会を知った一つのきっかけは、

教育学会もそうですが、グローバル問題について焦

Consumer Citizenship Network という、欧州を中心に

点が当たっております。例えば児童労働問題などで

した教育関係者の組織です。その人たちの考えに私

す。実は、日本の消費者市民社会論で、その問題が、

自身も共鳴しましたが、彼らが、消費者市民社会を必

私が今一番危惧していることです。

要な理由として、大きく３つ、(1)大量消費社会、(2)グ

消費者市民社会においては考えるべき点はグロー

ローバリゼーション（相互依存）(3)温暖化や貧困の固

バル問題だけかというと、国内の問題も多々あります。

定化など、持続可能性の危機を挙げています。そうし
た課題を解決するには、消費活動、消費者行動とい
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るのですが、そこには消費者がどういう企業を選んで
いるかというのと表裏一体です。例えば、皆が低価格
志向だと、企業としては生き残りのために、人件費な
どのコストを下げる必要性が出てきます。企業の行動
だけではなくて、その裏には消費者がどういう風に行
動しているのかということが影響しているのです。そう
したメカニズムを考えるのが、消費者市民社会の一番
のポイントだと思います。
⑤消費者の責任
消費者の責任を考えるときには、自己責任と分け
１つは、日本でも貧困が増えているという問題です。

て考える必要があります。１つは、弱者の自己責任と、

厚生労働省が発表している相対的貧困率の数字も

強者の自己責任は別であるということです。社会の中

年々上がっています。この数字からいうと、どんどん

で、なかなか自分の思うとおりにいかない人たちにつ

上昇しているのは間違いなく格差が拡がっています。

いては、日本ではあまり議論されていません。それか

④貧困から考える自立

ら、自己責任が強調されて、社会としてどのように考

2009 年にオンラインで行った調査で、彼らが貧困

えていくか、社会の仕組みの方に目を向けることが、

状態になったのは自己責任だと、自分達が頑張らな

自己責任論では弱まってしまいます。そういった点を

かったからだというのが半分を占めています。その評

ふまえて、国民生活白書（平成 20 年版）では、消費

価は正しいのかというのをもう一度考える必要があり

者市民が多いというのは、それ自身が望ましい、増え

ます。

れば増えるほど消費者市民社会を達成できる。しか

例えば、職の数というのは、一定程度以下になりま

し、消費者市民というのは自分だけではなくて、社会

す。そうすると、椅子と同じように、椅子をどんどん増

のことを考えられること。そうすると、困窮者や高齢者

やせれば席にあぶれる人はいませんが、職が限られ

も消費者市民にならないといけないのかという議論に

るという関係上、椅子に座れる人は一定数で、必ず

なります。そこは、やはり違って、困窮者や高齢者に

椅子から漏れる人がいます。いくら全員が努力をして

主体的役割を果たせという社会ではないというように

も座れない人が発生します。すべての人が能力を身

思います。他者の権利を尊重するということです。な

に着けても座れない人が存在するということです。そう

ので、消費者市民社会の消費者市民は、むしろやさ

すると、これは個人がいくら頑張っても社会の制度と

しい眼差しで、必ずしも消費者市民になれない人た

して、仕組みとして、ある程度、貧困は発生してしまう

ちとも連携して社会構造を良くしていくということです。

のです。だんだん、消費者団体の話と外れてきている

消費者市民の行動の例として、イギリスではエコな再

と感じるかもしれませんが、では、なぜこういう社会を

生可能エネルギーの電源を用いたものを利用するな

生み出しているかというと、じつは消費者行動が大き

ど、電力・電源問題についてもどこまで考えるかが関

な一因となっていると考えられます。職が限られるとと

係してきます。

もに、非正規雇用が増えているのはご承知のとおりで
す。自分で望んで短時間労働や非正規で働いてい

（２）消費者団体の役割

る場合は良いのですが、若年層の半分が正規雇用を

①日本の消費者政策の基軸

望んでいます。積極的に非正規雇用を選んでいる訳

日本の消費者行政の基軸は、「21 世紀型の消費者

ではありません。企業がそういう雇用形態を選んでい

政策の在り方について」という報告で、保護から自立
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いく役割になるのではないかと思います。
（３）日本の消費者団体の現状と課題
①日本の消費者団体の特徴
全体的には規模が小さいという話と、商品テストの
実施と出版による収益というモデルはなかなか難しい
ということになります。その１つの理由として、日本の
消費者団体における収入構造があると思います。こ
れは消費者庁の調査ですが、会費が 60%以上を占め
へ、消費者教育、自立を支援するということを謳って

ていて、規模も小さいので、全体的な収益も事業規

います。先ほどの貧困問題と同じですけれども、消費

模も小さくなります。少し古いですが、2008 年の決算

者の自己責任論というのが逆に高まってしまったと思

を見てみると、事業規模が大きいほど事業収入が多

います。一方、「民だけでは制御しえないリスクへの

いのですが、規模が小さいほど会費が占めるというこ

対処」とありますが、要は、消費者市民社会を進める

とになります。

にあたり、単純に自己責任論では社会がうまくいかな

欧米の団体との一番の違いは政府の助成が少な

いのだ、むしろ保護から自立へのアンチテーゼとして

いということです。非営利団体に対する政府助成です

出てきた概念だと理解をしていただきたいと思います。

が、NPO に対する政府助成において、消費者団体も

日本においては、先ほどお見せした、欧米の消費者

当然に多くはないです。海外と比較をすると、日本の

市民社会の形と違うことを考えなければいけません。

場合は小規模で、相談や商品テストという事業モデ

日本の市民社会というのが、あまりいい意味で捉えら

ルが少ない、事業収入や政府補助が少ないというとこ

れていない。それは市民社会というのが確固としてあ

ろになります。

るとなかなかいえない状態にあるからです。日本で消

②消費者団体への信頼

費者市民社会を築こうとすると、単純に消費社会に市

事業規模が小さいと、visibility が低くなるみたいで

民性を入れるだけでなく、市民社会も築いていく必要

す。結果として、消費者団体の信頼というのも、なか

性がある。この２面をやらないと、日本では消費者市

なか高まらないようです。

民社会になり得ない、なりにくいということになります。

欧州委員会が資金援助と信頼度をまとめたグラフで

②消費者団体の位置づけ

すが、資金援助と信頼度は相関しています。信頼度

社会構築のプレーヤーを、消費者市民、市民組織、

が高いから、政府から援助をもらえるし、援助をもらえ

専門組織と考えると、より市民社会のためには、市民

るから信頼度が高まるという関係になっています。

組織や専門組織の役割が重要になってきます。一般

③まとめ

の消費者市民が一気に市民社会のために行動する
のは難しいことです。

日本の消費者団体は、ぎりぎりのところで制約があり
ます。それは、集団訴訟ができるようになって変わっ

欧州が消費者団体の位置づけについて、

ていくと期待をするのですが、そのときに、戦略性、国

Consumer Agenda で 書 い て い る の を 見 る と 、

民に媚を売る必要はないですけれども、消費者ある

「effectively representing and defending them」と書い

いは国民全体に影響力があるものについて、戦略的

てあります。ここが日本でも必要で、日本の消費者行

対応として、訴訟でやっていくことが必要になると思

政の中で、プロシューマ―として、それが消費者市民

います。じつは、私もフランスの不動産会社で被害に

と同義になり、それこそが消費者団体が今後果たして

あって、これは個人で交渉して返してもらえましたが、

10 / 24

＜KC’s 10 周年記念シンポジウム＞
なかなか大変でした。そうした問題自体は、ちゃんと

いが故になかなか対応できないものです。それを消

訴訟すればほとんどのフランス人が対象になるもので

費者団体がどういう風にみつけていき、それを社会に

す。金額は少ないけれども、ほとんどの国民に影響を

問題提起して変えていくのか、それがより重要だと思

与えるというのが明らかに国民にとって、被害が小さ

います。

Ⅳ.パネルディスカッション
テーマ「KC’s10 周年の軌跡と今後 10 年への期待 －消費者とともに－」
コーディネーター 坂東俊矢 KC’s 常任理事
パネリスト
河上正二 内閣府消費者委員会委員長
カライスコス・アントニオス 関西大学准教授
高橋義明 筑波大学准教授
西島秀向 ＫＣ’ｓ理事・事務局長
全国規模の活動だと思っていたところ、活動エリアは
関東だということがわかりました。このことを聞いて、マ
イナスの反応ではなく、そしたら近畿の 2 府 4 県でも
受皿となる団体を作ろうとなりました。このことが、私が
感激したことの第一番目です。個人の専門家と消費
者団体が力を合わせたというのが一つの特長かとい
う風に思っております。
設立の後に、亡くなられた北川 善太郎会長が私に
「本当にできるとは思わなかった！」とおっしゃったの
坂東：パネルディスカッションでは、この 10 年間の

を思い出します。
色んなことが、楽しいことでもあり、苦労でもあるの

活動を振り返って、KC’s としてどういうことができたか、
あるいはどういうことが課題として残っているかを共通

ですが、財政と人で支えるのは生協の役割ということ

に確認していきたいと思います。また、次の 10 年間で

で、2 府 4 県の生協連で、まずその議論をしていただ

KC’s がどのような活動をしていくかを、今日のパネリ

きました。その後、2005 年 6 月頃に新制度の受皿と

ストの皆さんからご意見を伺いたいと思っております。

なる新しい消費者団体を作ろうという呼びかけを行い、

はじめに、西島さんから KC’s に関わったこの 10 年

会議を重ねて、12 月に設立されました。その後、１カ

間の楽しさと苦労とについてお話ください。

月位の間に第 1 回理事会、検討委員会、検討グルー

西島：2004 年当時、消費者団体訴訟制度を考える

プガイダンスをやっているのですが、よくこんな短い

連絡会議が大阪で活動し、関西あるいは全国の消費

間にできたなと思います。会員消費者団体の活動が

者団体と専門家が参加していました。2004 年 9 月に

あったからこそできたのではないかと思っております。

COJ 消費者機構日本が設立されたことを知りました。

設立総会の後で坂東先生に「よくできたね」とほめて

11 / 24

＜KC’s 10 周年記念シンポジウム＞
いただきました。「だけどこれからが大変だよ」とも言

河上：西島事務局長のお話を伺いまして、10 年間

われました。そのときはあまりイメージができなかった

よく頑張ってこられたと思います。KC’s のこれまでの

のですが後になって、ほんとにその通りだなとしみじ
みと思いました。
苦労というと、他の適格団体の方も言われるのです
が、消費者庁(当時内閣府)への適格消費者団体の
認定申請ですね。当時は、松原さんに情報受付・津
熊さんに庶務を担当いただいたんですけれども、常
勤の事務局は私だけで、6 月 7 日、これが施行の日
で、申請をその日にしようと準備をしておりまして、徹
夜で段ボール 2 箱分の資料を準備して、東京へ向か
ったのを思い出します。
苦労が喜びに変わるのは、情報提供への対応が
あります。こういう被害を受けた何とかならないかとい
う連絡をいただくのですが、まず団体訴訟制度はご
存じない方がほとんどです。それで、「個別の被害回
復は、消費生活センターでアドバイスを受け、あっせ
んしてもらってください。」だとか、「差止請求や差止
訴訟の結果、改善されたことを活用して交渉してくだ
さい。」と説明しますと、「じゃあ、お宅の団体は何の
ためにあるの？」と言われることがあります。適格消費
者団体は、不当な契約条項や勧誘などを今後使わな
いようにと改善を求めていくんですということを説明し
ても、「では、自分の被害はどうなるのだ？」と言われ
ることがあります。ただ、交渉のやり取りや改善された
結果や、差止訴訟の結果をホームページなどに掲載
すると、その被害を受けられた方が見られて、「よくや
ってくれた」と連絡をいただくことがあります。中には、
会員になりますと言っていただくこともあります。そう言
っていただけることが私たちにとって一番楽しいこと
になります。

者委員会は KC’s よりもまだ若いですけれども、私も、
これで三期目を迎えるということで、継続は力なりと思
っています。適格消費者団体が果たせる役割は、ご
承知のとおり広がってまして消費者契約法から始まっ
て、特商法、そして、景表法に平成 20 年、食品表示
法には平成 25 年、適格消費者団体が一定の役割を
果たすということが定められました。どんどん広がって
いるという感じがいたします。被害の拡大防止というこ
とと、今度は被害回復のための活躍に大いに期待し
ています。専門家集団としての目利きのようなところが
期待されていると思いますが、目利きの機能をうまく
充実させるためには、やはり適切な情報収集能力が
ないとだめだということと、それを分析する能力がどう
しても必要なことだろうという気がいたします。さらに
共通した問題として、経済的基盤をどうやって固める
かという話になりますが、先ほど講演を伺っていて、
諸外国では経済的な支援がしっかりなされているとい
うお話で、いろいろ言いたいことがあるんですけれど

坂東：ありがとうございました。今、消費者団体の仕
事の一つの柱が、消費者被害の救済と、被害の拡大
防止・未然防止を二つに分けると、どちらかというと、
後者の方に差止請求があって、それを担ってきたん
だというお話でした。河上さんも学者でありながら、消
費者委員会という最前線でご苦労をいただいていま
す。今の、西島事務局長の話も含めて、適格消費者
団体あるいは KC’s の 10 年をどのようにお感じにな
っているか、お話をお聞かせいただけませんか。

活動に心から敬意を表したいと思っております。消費

も、消費者の中のエリート集団として消費者団体があ
るという話もさることながら、エリート集団である以前に
やっぱり消費者団体なんだということが大事で、消費
者とうまく連携していって、裾野を広げるという作業が
まだまだこれからやらないといけないことだろうと思い
ます。できましたら、国にあまり期待できないのであれ
ば、自分たちで経済的基盤になるような基金を創設
できる動きをしないといけないんじゃないかと思いま
す。凍結されている預金をどこで使おうかなという議
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論がありますけれども、どうせ使うんだったら、そういう

といったご指摘もいただいた。加えて、損害賠償の事

基金に引っ張ってきて、消費者団体がそれを使える

件については講演の中で触れていただきましたが、

ような仕組みをぜひ、一つの試案として出していかな

被害の拡大防止、つまり差止請求についても含めて、

いといけないんじゃないかという気がします。行政の

フランスやギリシャの例をもう一度サマライズしていた

みならず、良質な事業者とも連携していく必要があっ

だけませんか。

て、消費者団体の中には、操を守るというか、いろい

カライスコス：フランスからお話しますが、まさに日

ろな考えの方がいて、事業者系の方と一緒に動くの

本と同じような状態で、差止をずっとやってきていまし

はいやだとおっしゃる方もいますけれども、良質な事

て、日本と同様に被害回復制度が導入され、今まで

業者というのは、じつは、消費者のことをよく見ていま

違法性を確認していたという蓄積があったからこそ、

す。消費者のために何かしたいという事業者もたくさ

制度が順調に動いているのではないかと思っていま

んいるので、もっと理解を深めていただく。KC’s の活

す。ギリシャにつきましては、先ほど講演の中で少し

動の中で事業者と消費者でコミュニケーションをする

お話をしましたが、制度を設けても、消費者団体の資

活動をされていますが、私は本当に良いことだなぁと

金が不足しており、そうすると、提訴におけるインセン

思いました。行政の力、良質な事業者の力を借りなが

ティブという問題も出てきますので、そこから学べるも

ら、いっしょに消費者教育とか、消費者紛争の未然防

のとしては、やはり消費者団体の経済状況はある程

止のために頑張っていって欲しいです。これからも、

度余裕がなければならない、そしてさらに、提訴する

消費者市民社会を育てていく中核になる機関として

について、ギリシャの場合の慰謝料請求を見ますとボ

KC’s が活躍されることを心から期待しています。

ランティアではなくて消費者団体にお金が入りますの
で、それが決して悪いことではないという認識をするこ

（１）消費者団体は消費者被害の拡大防止に何が

とも必要だと思っております。

できるのか？

坂東：政府からお金をもらうことについて、フランス
では何か議論はなかったんですか？

坂東：ありがとうございました。今、いろんな問題の

カライスコス：ヨーロッパ全体に共通すると思います

ご指摘をいただきました。裾野を広げるための基金、

が、消費者団体に資金援助するのは当然のことであ
るという認識があるのだと思います。それはギリシャで
もそうですし、フランスもそうなのではないかと調査を
した際に感じました。
坂東：適格消費者団体というのは、専門家集団の
ようなところもありますが、フランスやギリシャの消費者
団体はどのような構成なっているのでしょうか。
カライスコス：ギリシャについては、二之宮先生を
団長とする調査団で調査しましたが、その際に調査
団の先生方が、非常に日本の消費者団体と雰囲気
が似ていますねとおっしゃっていました。事業者側の

経済的基盤、良質な事業者との連携、それから情報

弁護士事務所に行くと、事業者側の弁護士事務所だ

収集と分析、目利きという表現がありました。本来なら、

という雰囲気があります。消費者団体に行きますと、

一個一個取り上げて議論をしたいのですが、残念な

個人事務所をやりながらボランティアとして活動し、資

がら時間の関係でできません。ただ、そのことを意識

金が足りないという話があったり、ですので、専門家を

していただいて、カライスコス先生に先ほどフランスや

中心にはしていますが、専門家が基本的にボランテ

ギリシャの例を挙げて、いろんな援助がある、あるい

ィアで動いているというところが日本とギリシャの共通

はそれは経済的な基盤の中で変化をするものですよ
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点なのではないかと思います。これに対してフランス

ているかという質問を入れておいたのですが、欧州の

または、オーストラリア、シンガポールで感じたのは、

いろんな国に比べると一番低い国よりも日本は低か

それとは異なり、一つのキャリアとして考えておられる

ったです。また、適格消費者団体を知っているかとい

のだということです。ボランティアとしてというよりは、そ

う質問もしましたが、知らないというのが大半でした。

の中で自分の能力を活かして、ある意味自分のキャリ

さらに残念なのが、消費者庁が 2015 年に同様の調

アアップにもつながるということなので、やり方はいろ

査をしていますが、国民生活白書でやったときよりも

いろあって、消費者団体の特色も国によって違うのだ

認知度が下がっており、まったく知らない人が３割増

と感じました。

えていたのです。その理由を皆さんで考えていく必要

坂東：ありがとうございます。次に、高橋先生にお

があると感じています。

聞きしたいんですが、この議論の当時は、内閣府ある

坂東：今、ご指摘いただいたことはとても大切な問

いは OECD で消費者政策の最前線におられました。

題だと思います。消費者団体は政策立案の際、いわ

当時、消費者団体はどんなイメージで、高橋先生が

ば消費者の代表として機能しなければいけないんだ

政策を作る中で、どういう位置づけにありましたか？

けど、OECD で高橋さんが政策決定をしていたときに

高橋：消費者行政を進めるにあたって、最初、事業

は、それは非常にプレッシャーだったそうです。ところ

者とともに、消費者の代表として、誰と話をするかとい

が、日本の政策決定の際には、話は聞いてあげたと

うと、消費者団体という認識でいました。なので、消費

いう感じでいいですかね。いわば、本当の代表になっ
ているんだろうかという問題意識もご提起いただいた
のかなぁと思います。実は、私自身も国民生活審議
会で団体訴権の審議をしたときに参画させていただ
いて、そのときに飛びついた概念が適格消費者団体
でした。つまり、適格消費者団体ができることによって、
事業者の方も、社会的にも消費者の代表となって話
ができる窓口ができるんじゃないかと。当時、消費者
団体の議論をするときに、もちろん、適格消費者団体
が内閣総理大臣の認定を受けたからといって、えらい

者団体がどういう意見を持って、消費者行政に対して、
消費者全体に対して、どういうことを代表として言って
くるのかが大事だと感じていました。一方、OECD に
行くと、日本の消費者団体とのつながりがまったくな
かったです。各国の消費者団体は OECD にしろ、い
ろんな国際会議にすごく関わっているのです。その
違いというのはまざまざと感じました。コンシューマー
ズインターナショナルとか、オランダとか、フランスとか
イギリスとか、それぞれの消費者団体がそういう場に
出てきて、自分たちの意見を持って主張する。それが
なぜできるかというと、やはり、国内でも行政にも認め
られ、一般消費者にも認められているからだと思いま
す。
国民生活白書を取りまとめるときに、欧州と比較す
る中で、日本の消費者団体をどれだけ国民が信頼し

消費者団体でも何でもないのですが、ただ、少なくと
も、いわばリプレゼンタティブになっていくような代表
者になっていくような、何らかの活動の裏付けができ
ないだろうか、何としても適格消費者団体という形だ
けは作りたいと思いました。ですので、今、代表という
ところで、この 10 年間何ができたかというのは、先ほ
どのアンケートも含めて忸怩たる思いはありますけれ
ども、そういう議論が団体訴権の裏側にはあったよう
に私は思っています。一方で、先ほど河上さんからお
話があったとおり、事業者に対して物申すという活動
は、消費者団体にとって本来の活動でありまして、別
に適格消費者団体だからやるわけでも何でもありま
せん。つまり、その延長線上に適格消費者団体があ
って、一方で代表としてきちんとした政策提言もでき
ていかなければならない。この二つの難しさというの
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をどうやっていくかというのが、きっとポイントになるし、

す。

意識の上でも大事だと思います。河上さん、先ほどお

坂東：西島さん、河上さんからは２つの役割が大切

話いただいた続きで、河上さんが考える消費者団体

であると言っていただいているんですが、今までのこ

のあるべき活動のイメージはどんな感じでしょうか。

の 10 年間を見て、それについて弁明をお願いします。

河上：坂東さんのイメージと変わらないだろうと思い

西島：弁明ではないですが、元々、適格消費者団

ますが、少なくとも適格消費者団体の活動がそれま

体の認定条件の一つに、やっぱり公益的なというの

での消費者団体としての活動の延長線上にないとい

がありまして、消費者全体のために活動するということ

けないと、つまり、自分たちは消費者であって、消費

を設立の趣旨にも入れておりますし、定款のなかにも

者の目で自分たちの意見を伝えるという感覚をいつ

はっきりと明示をしていることだと思います。

までも大事にしないといけないのだろうと思います。

坂東：消費者全体のための活動というところで悩み
はなかったですか？
西島：KC’s が活動を始めるときに、消費者団体訴
訟制度を考える連絡会、ここが母体となっております
ので、多くの消費者団体、専門家の方がそこに所属
しておられまして、そこの総意で関西にも適格消費者
団体を作りましょうという議論が盛り上がったんです。
その結果、作られたということですから、そこはあまり
齟齬が無いと思いますし、KC’s ができた後も、消費
者団体としての任意の申入れや要請、これはそれぞ

消費者目線とよく言われますが、内閣府の消費者委
員会も消費者目線じゃないと何度も言われて批判さ
れてきましたが、何が消費者目線か・・、少なくとも自
分が消費者として生活していく上での常識的な感覚
をいつまでも大事にしていく必要がある。ただそれだ
けではだめなんで、むしろ、消費者個人の被害救済
問題に憤るだけではなくて、マーケットにおける公正
を実現するために、自分たちは何ができるかという観
点を持っていかないといけないんだろうと思います。
適格消費者団体は何もえらい団体ではないんですけ
れども、やはり内閣総理大臣の認定を受けて、ある種
の公的な市場監視の役目を負わされている機関であ
るということは意識しておいた方がいいと思います。
消費者の代表であるとともに、市場の監視者であると
いう二面性をぜひ意識しておいていただきたいと思う
訳です。ローマの時代に、按察官というのがありまし
た。市場を監視する役目ですが、皆から選ばれて市
場を監視する、その人たちが、例えば商品に瑕疵担
保責任があるということを命じた。それが、今、法律に
なっています。適格消費者団体は、市場の按察官で
あるという意識も持っていただくことも必要だと思いま

れの団体で、引き続きお取組みいただければいいん
ですよということです。ただ、団体訴訟制度を使って
の差止請求、これは KC’s に持ち込んでください、
KC’s を利用してください、そのためには情報をご提
供くださいというような進め方にしましたので、私はそ
こはネットワークという意味で、うまくいったんじゃない
かなと思います。
坂東：もう一つ、今までの活動を総括する上で、忘
れてはいけない言葉に、消費者市民社会があります。
消費者市民社会の中での適格消費者団体の役割に
ついて、お話いただけませんか？
高橋：消費者市民社会において消費者像は一様
ではないということです。イギリスで、消費者をいくつ
のグループに分けられるかという調査があります。（PP
資料：消費者クラスター）５つのグループに分けられ
ており、どういう風に分けられているかというと、消費
者がどういう問題に関心があるかというのと、その問題
について実際に消費者行動、何か買うときにそのこと
を意識して意思決定しているかという２点でクラスター
分けされています。消費者市民社会における消費者
市民とは、いたずらに知識を持っているだけじゃなく
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て、その事象が起こる背景を知っていて、社会がどう

感想」について、ご発言をいただきたいと思います。

いう状況にあって、どう対応しないといけないかわか

一番最初に、前京都府生活協同組合連合会理事の

っ て 行 動 で き る 人 で 、 イ ギ リ ス で は 、 「 GROBAL

坂本茂さんにお願いします。

WATCHDOGS」と呼んでいますが、イギリスでも５％く

坂本：10 周年おめでとうございます。10 周年記念

ら い の 人 し か い ま せ ん 。 多 数 派 は 「 DO WHAT I

ですので、昔の言い方だと、ふんどしを締め直す、そ

CAN」、問題については認識しているけれど、行動に

ういう機会になるかと思います。適格消費者団体に関

は ほ と ん ど 表 さ な い 人 、 次 に 多 い の は 、 「 LOOK

わるお話は、2002 年の国民生活審議会の消費者政

AFTER MY OWN」この人たちは、貧困層で、失業者

策部会で 21 世紀型の消費者政策の在り方を検討す

か働いていてもパートの人たちになります。この人た

る中で、出てきたことだと思います。21 世紀の消費者

ちは、自分のことで精いっぱいで社会のことを考えて
行動できない人たちです。そういう中で、「GROBAL
WATCHDOGS」は、そういう人たちがいるという認識
を持ち、さらにそういう人達の考えを変えるように働き
かけて社会を変えていける人です。まさに、適格消費
者団体だけでなく消費者団体全体が、こういう役割を
果たすことで、難しいとは思いますが消費者市民社
会の実現につながるのではないかと考えます。
坂東：適格消費者団体として、消費者市民社会の
形成にどんな役割を果たせるのかということを、日常
の生活を超えて考えていかなければいけないという

政策を考えるにあたって、消費者問題に関する行政

問題提起だと思います。カライスコスさん、欧米の消

の在り方、事業者の対応の仕方、消費者団体あるい

費者団体でそういった議論はありますか？

は消費者運動をどのように転換していくべきなのか、

カライスコス：そのような議論は私も聞いてきており
ますし、とても同感しました。

三者の関係はどのようにあるべきなのか、このようなグ
ランドデザインが議論されたと思っております。当時、

坂東：欧米の消費者団体で、消費者のリーダーと

生協は、BSE 問題があって、食品の安全に関わる法

して役割を果たしていくという意識は、相当強くあると

制度を作っていこうという運動を重点にしておりました

理解してよろしいですか？

が、食品安全よりも、もっと上位の問題として、消費者

カライスコス：そうですね。具体例を申し上げますと、

政策の問題があると受け止めました。坂東先生や

今、日本での特商法の改正で、Do Not Call 制度、Do

野々山先生が近くにおられたということもありまして、

Not Knock 制度の導入可能性が検討されていますが、

生協では、連続的な学習の機会を持って勉強しまし

シンガポールの CASE という消費者団体に伺ったとき

た。坂東先生には、講師として来ていただいて京都

に聞いたのは、自分たちがリーダーシップをとって活

府の職員と一緒に勉強させていただきました。そうい

動した結果、同様の制度が昨年シンガポールに導入

った学習を契機としまして、他の県や地域に先駆けて、

されたことが、CASE の誇る業績の一つだということで

適格消費者団体を作るという動きができたと思ってい

した。

ます。

坂東：ありがとうございます。ここで、会場からご発

２１世紀型の消費者政策の在り方という視点からみ

言を受けたいと思います。KC’s を作るにあたって、ご

て、KC’s の活動がどのように前進したのか、行政、事

苦労をいただいた、生協や事業者、他の消費者団体

業者はどうだったのか、振り返ってみるのが非常に大

からご参加いただいた方に、「適格消費者団体という

事だと思っています。また、この 10 年の中で、新しく

組織の最初のイメージと、この間の活動についての

運動に参加された方もいらっしゃると思いますので、
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そもそもの出発点になった国民生活審議会の議論等
に目を通してみることが大事だと思っております。もう
一点は、今後に関わることですが、新しくできた被害
回復の制度、これははっきり言って難しいと私は思っ
ています。今ある適格消費者団体に本当に担えるの
かなという点では不安があります。しかし、これはやっ
と実現したことであるので、成功するように、成果があ
げられるように活動しなければならないと思っていま
すが、ここまで、適格消費者団体が各県に広がってき
ますと、もう一度、各県単位でできる適格消費者団体
の仕事は何なのか、近畿地区にある、リージョナルな

年の事業者セミナーにも誘っていただきました。

レベルでの適格消費者団体がやるべきことは何かを

事業者の観点から、適格消費者団体に対する当初

整理しながら、ナショナルレベルでの適格消費者団

のイメージを申し上げれば、いろんな無理難題を言っ

体を作るべきなのではないかなと思っております。そ

てくるんじゃないかとか、そもそも企業活動を理解して

れが、ふんどしを締め直すことの、新しい目標になる

いるだろうかというような危惧はあったと思います。幸

と思っています。

いにして、我々の場合は、先ほど必然性というお話を

坂東：次に、相談員で消費者情報ネット理事長の

しましたが、あまり逡巡することなくアドバイスを求めに
行ったということがありました。実際に接してみて、特

石原純子さんお願いします。
石原：冊子にも書かせていただきましたが、私が関

に KC’s さんは、まさに事業者との協働を特徴として

わった、定期券の中途解約のときに、差止請求まで

双方向コミュニケーションという形で、活動されていま

には至らず、地道な活動をとおして、改善がはかられ

す。要は、当初のイメージは、まったくの危惧であり、

たというようなことを経験しますと、やっぱりそういうよう

むしろ企業経営にとっては極めて有益な示唆をいた

なやり方もありなんだなぁと思いました。KC’s の中で

だける存在であるという風に考えております。当社は、

いろいろなやり方を今後も模索して協力していきたい

今は、常設の第三者委員会を二つ社内においてい

なぁと思いました。

まして、いずれも、消費者問題の専門家が過半数を

坂東：最後に、事業者の方ですが、住友生命保険

占めておりまして、要は、こういう方々にご賛同いただ

相互会社コンプライアンス統括部法務室室長の泉裕

けないと審議が通らないと、あえてそういう構成を取っ

章さんにお願いします。

ています。少なくとも、この 10 年、住友生命にとっても

泉：KC’s が設立されて 10 年ということで、じつは、

問題意識というか価値観、考え方が変わったという風

この 10 年というのは、我々にとっても極めて感慨深い

に考えております。今後は、双方向コミュニケーション

期間でございまして、ちょうど 10 年前、保険金の支払

研究会の更なる発展と、それを広く PR することで、一

い問題が発生し、奇しくも KC’s の設立時期と同じ時

層、事業者が消費者団体とタイアップするという価値

期でした。我々は、この問題が起こったときに消費者

観が広まりまして、消費者と事業者が Win-Win の関

の視点からアドバイスをする必然性が生じたという風

係を築けるという社会が作れればいいなと思います。

に思っています。生命保険という商品につきましては、

具体的に、どういう風に目に見える形で築くことができ

日本では極めて広く普及しているという商品である一

るかということですが、先ほどから、財政の話や、ある

方で、消費者の皆さんから見ると、極めて難しくわかり

いは信頼度が大事であるというご報告もございました

にくい側面があります。これについての対処の一環と

が、団体賛助会員の数を一層増やしていく、そのた

して、「漫画でわかる生命保険」という冊子を、KC’s

めの活動も大切であろうと考えています。

の監修で作らせていただきました。それを機に、2008

坂東：KC’s がこの 10 年間の社会の変化に一定の

役割を果たせたのではないかなという点は、共通に
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理解をさせていただいていいかなと感じております。

をやらなければいけないという話もありました。調査さ
れた外国の中で、集団的被害回復という制度は、社

（２）適格消費者団体は、消費者の被害回復と公
正な市場の実現のために、これから何ができる

会的にどう見ておられるのかということを、お話してい
ただけませんか。

のか？（KC’s のこれから 10 年の活動の在り方
をめぐって）

カライスコス：ギリシャの事例で、今、問題になって
いますのは、経済が破綻しかけている状況と関連す
るものでして、ギリシャでは国の財政が悪くなりました

坂東：適格消費者団体による、集団的な被害回復

ので、いわゆる特別課税といいますか、臨時課税とい

に関する法の施行日が平成 28 年 10 月 1 日に決まり

う形で、不動産に対して新たに課税をすることが数年

ました。それについての KC’s の準備状況と心構えに

前に決まりました。具体的な方法としては、自己所有

ついて、西島さんからご発言いただけますか。

である、例えばマンションの１平方メートル当りに対し

西島：法制定の前から内部に新制度プロジェクトチ
ームを設置し、制度の検討を行って、随時、意見表

て何ユーロというお金を特別に課税して、税金として、
毎年、徴収するというやり方です。過去のギリシャで

明を行っています。ここ１、２年で、適格消費者団体
全体がまとまって意見表明しようという機運が非常に
高まっています。ＫＣ’ｓはそれにある程度貢献してい
るんではないかなと思っています。現在は、消費者庁
で「消費者団体訴訟制度の実効的な運用に資する
支援の在り方に関する検討会(以下支援検討会)」で
支援が検討されていますが、公益的な活動だから支
援をもっとするよう要請していますが、いい返事は返
ってきません。支援要請を継続するとともに、適格消
費者団体同士でも、いろいろな協力や、先ほどご指
摘がありましたような、例えば、基金の創設とか、会員

は、不動産を持っていれば、何があっても困ることは

を増やす、あるいは周知を広げるといった努力をさら

ない、自己所有であれば家賃を払わなくてもいいの

にしていきたいと思っております。また、内部のプロジ

で、収入自体が低くても生活していけると言われてい

ェクトチームでは、どのような事案が新制度で損害賠

ました。しかし、この課税によって、それが大きく変わ

償ができるのか、事例によるシミュレーションを開始し

り、自己所有の家ではあるんだけれども、収入が少な

ています。今後、必要な業務規程や定款の変更、事

くて貧困層に含まれる家庭が一番困りました。

務局体制の強化を、会員の協力を得ながら準備して

国営の電気事業者が税金を電気料金に含めて請求

いきます。

して、それを払わないと電気を止められてしまうという

これで、先ほど紹介した情報提供の電話を受けた

事案が問題になりました。

時に、「損害賠償ができるようになりました。」と言える

そこで、クレタ島にある消費者団体が、国営といえど

ようになります。そうすると、これまで消費者とつながる

も事業者であり、事業者による違法な行為だということ

ことは少なかったかもしれませんが、これからは直接

で、団体訴訟を提起して、一審では勝訴しました。最

つながる機会が増えていくと思いますし、周知が進む

終的には敗訴したのですが、インパクトがあまりにも

ことが期待できますし、やっていこうと考えています。

大きかったので、問題自体が認識されたということも

坂東：カライスコスさんから、先ほど、フランスの例

ありますし、先ほど河上先生のお話にもありましたよう

で一件、具体的に動いているというお話がありました

に、そのような団体訴訟の場合は、単に事業者対消

し、高橋さんからのご指摘の中で、影響力のある事案

費者という対立を超えた、より社会正義というのでしょ
うか、あるいは適正な市場という観点が強かったので
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課題ではありますが、考えていただきたいと思います。
坂東：河上さんからも一言ご意見をいただけますか。
河上：情報や財源、連携の問題など大事なことだ
ろうと思いますけれども、残念ながら日本の行政は、
消費者を信頼していません。事業者も消費者を信頼
しておりません。今、消費者委員会で、消費者契約
法や特商法の審議をしていますけれども、消費者が
判断するとなったとたんに、事業者は警戒します。で
すから、まだまだ信頼感というのはこれから醸成して
いかないとと思います。また、やっぱり、消費者団体

はないかと思っています。
坂東：集団的な被害回復に、特定適格団体として

の行動が市場の公正に向けてやられているんだとい

役割を果たしていくためには、情報と財源、それから

うことをアピールしていかないといけないんだろうと思

消費者や専門家との連携が不可欠になると思います。

います。もう一つ、行政にこれから私が注文していき

とりわけ、その中でも重要なのが行政との連携だと思

たいと思っているのは、行政は将来に向けて市場を

います。行政との連携を作っていく中で、被害回復を

良くしていくための、例えば、改善命令だとか業務停

一緒に図っていくことが不可欠になっていくと思いま

止命令だとかを出しますけれども、被害者救済という

すが、その点に関して高橋さん何かご意見ございま

か、被害の回復ということを行政が正面から取り組ん

すか。

でくださっていない。ですから、場合によっては、業務

高橋：行政の側にとっても、悪質事業者が存在して

停止命令を出したんであれば、その効力は遡らせて、

いることは、市場経済を促進する上で、障害になりま

返金命令まで入れるようにして、被害救済を実現する。

す。悪質事業者に対峙するというのは重要な視点だ

そのときに適格消費者団体と協力し合って、被害者

し、そうすると、どういう事案を取り上げて市場を公正

に対する、被害回復のための措置を講じていくという

に導くかというのは、行政と消費者団体との信頼関係

ようなことも真面目に考えていいんじゃないかと思い

を築く上でも重要だと思います。例えば、フランスで

ます。

は訴訟だけでなくて、認定されている 14 の消費者団

坂東：財政基盤について、外国では個々の消費者

体すべてが、消費者委員会、審議会の委員になって

団体はどのような努力をしているのか、それも含めて

いますし、彼らは訴訟だけでなくて、情報公開や行政

情報をいただけないでしょうか。

の手法も活かして行政とも対峙するのですけれども、

カライスコス：財源と連携ということで少しお話をし

それは市場を良くするためだというのを御旗にやって

ます。シンガポールの消費者団体ＣＡＳＥで聞いた話

います。行政とは対峙することはありますが、そこで信

ですが、シンガポール政府が CASE に、まだ消費者

頼が失われることはない、そういう関係に立っている

法が整備されていない他の国の官公庁に対するセミ

ので、例えば、サルコジが大統領になったとき、彼は

ナーを委託しているそうです。その際には、もちろん

保守ですので、消費者団体の支援も削ろうとしたので

国から報酬が出ており、信頼と連携と財源という三つ

すけれども、彼の政党でさえ、ほとんど削れなかった

が結びついているやり方です。もう一つ、先ほど消費

そうです。それは、まさに消費者団体と行政、あるい

者団体と事業者の関係という話が出ましたが、CASE

は政治家との関係で、確固として信頼関係を崩して

は事業者に向けたセミナーも頻繁に行っていて、そ

はいけないというものがあったからだと私は理解して

れが大きな財源になっているという話でした。つまり、

います。そのためには、訴訟だけではなくて社会の公

消費者団体としての経験を活かして、事業者に対し

正のために何ができるのかというのが、ひいては行政

てこのような行為は避けた方が良い、ここが適法な行

と消費者団体の関係にも影響してくる。そこを難しい

為と違法な行為の線引きだということを教えながら、
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財源を確保していくという例等があります。

眠預金の話もありましたし、消費者支援基金ができる

坂東：西島さん、財源問題について、今、事務局長

中で、高先生も言っておられたことともつながるので

として、どんな悩みを抱え、今のアドバイスを聞いて何

すが、新たな集団訴訟制度の二段階のところで事業

か考えることはありますか。

者に利益が残ってしまう問題です。被害に遭った消

西島：先日、11 月 13 日に、先ほど申し上げました

費者が全員参加するとは思えない、じつはその話もし

支援検討会というのがありまして、適格消費者団体が

たかったんですけれども、私が経済実験と言われて

それぞれ財源の問題等の話し合いをしたんですけれ

いる、もともと私は行動経済学をやっているんです。

ども、今、ご紹介された事業者向けセミナーや、ある

オプトインとオプトアウトはご承知だと思いますが、抜

いは消費者向けのセミナーで収益を上げるのは、事

ける方に手を挙げるのか、入る方に手を挙げるかとい

務的な負担等があって難しいと言われていました。そ

うもので、日本の場合、二段階目が手を挙げないと訴
訟に参加できない。手を挙げるオプトイン型であれば、
参加率は高くなりません。そうすると、事業者が例え
ば 10 億円なり 100 億円なりを消費者から取っていた
としても、参加率が低ければ、取り戻せる額は一部だ
けになり、その差額は事業者に残ってしまうという風
になります。そこをどうするのかという議論はあると思
います。それで良いのかを問いかけ、そういうのを社
会正義のために使えるようにする、それが一つ考えら
れることかなと思います。
坂東：KC’s が消費者にどれだけ信頼してもらえる

れから、雑誌が大きな収入源だと言われているんで
すけれども、日本では、「暮らしの手帖」も商品テスト
をやらないようになりまして、「たしかな目」も終了して
います。ネット社会になったときに、消費者が商品テ
ストの情報をお金を出して買うということ自体なかなか
難しくて、その辺を時代にフィットするものに代えてや
っていかないと難しいという風に思っています。です
ので、当面は会員を広げていくというのが一番現実
的なことではないかと思いますが、今後、何かできる
ような事業があったら周知にもなりますので、取り組ん
でいきたいと思います。
坂東：適格消費者団体だけではなくて、いろんなと
ころと手を結びながらやっていかないと、日本型の運
動の中では、なかなか事業にならないのかなと思いま
す。高橋さん、そこについて何かアドバイスはあります
か。何かもうちょっと儲かる道はないですか。
高橋：商品テストをやって雑誌を売るというのは無
理というか、KC’s だけではなく、日本の消費者団体

か、そこにどうやって情報を提供していくか、河上さん
から消費者に対する信頼を得ていくためにはどういっ
た視点が必要かアドバイスをいただけませんか。
河上：少なくとも上から目線では消費者はついてこ
ないと思います。つまり、自分たちは専門家で、弱い
消費者たちに啓蒙するという姿勢ではついてきてくれ
ないんじゃないかという気がします。むしろ、一緒に何
かをやる、ためになる、楽しい、それなりにプライドを
ちゃんと保てるというような活動の仕方をしないと、消
費者と一緒にはやっていけない。今、思いますのは、
適格消費者団体は法律的な意味での専門家かもし
れないけれども、お野菜とか電化製品とかいろんなも
のについては、むしろ一般の方の方が専門家なんで
すよね。八百屋さんの方が野菜については専門家な
んです。ですから、そういう方々の知恵を借りながら、
法律的なところで、仕事をしていくという姿勢を持たな
いといけない。本質的な問題は最後に決着をつける
ときがありますから、そのときまでにですが、やはり専

にはその道はないと思います。事業の中でというのは
なかなか難しい。そうすると、一つ考えられるのは、休
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門用語を加工して一般の方に伝わるような工夫をし
ていかないといけないです。瑕疵なんて言ったって皆
わからないです。一つ一つ説明して加工をして、消
費者とつながっていくというか、一般の非法律家とつ
ながっていくという努力をしないといけないなと思いま
す。
坂東：ここで、再び会場から、今までの議論を聞い
ての感想やアドバイスを承りたいと思います。まず、
麗澤大学経済学部教授の髙巌さんからお願いします。
髙：すばらしいディスカッションで 10 周年にふさわ

です。これは、これまでの流れから一歩踏み出して活

しいと思っております。事前に打ち合わせがあったと

動というのを次の 10 年で考えておかないといけない

いうことですが、ほとんどまとまっていないなというの

なという風に思いました。
それから３番目、やっぱり消費者団体というのはマ

は、すばらしいことだと思います。というのは、議論す
べきことは山ほどある、期待していることもたくさんある、

ーケットの公正を実現していく、その担い手であると

ということが確認できたということです。私なりの感想

いう意識を持って次の 10 年を考えるべきだと思って

を５つほど述べさせていただきます。最初に、去年、ヨ

います。その一つの方法として、今年、コーポレート

ーロッパ CSR の代表者の方から、「日本はいいな。」

ガバナンス・コードが施行され、上場会社も対応する

と言われました。CSR という名前ですから、どちらかと

のに一生懸命です。社外役員を何人入れるか等の

いえば企業寄りです。どうしてかと聞くと、「事業者と

動きがありましたけれども、多くの会社とは言いません

政府の人が仲が良い、ヨーロッパは大変だ。消費者

けれども、何人かと話をしていて、社外役員なんて何

団体と政府がくっついていてやりにくい。」と。これは、

人いたって役に立たないという話があるんです。例え

根本的な違いだなと思いました。政府に何かをしても

ば、事前の説明は要りませんからと言って社外役員

らおうというのは、消費者団体にはかなり難しい、日

になるというのもあります。そういう人を期待して会社

本で活動する限りはそういう風に思っています。

も入れているんです。ですから、次の 10 年で、KC’s

それから、２番目、消費者団体のイメージですが、

から、あるいは適格消費者団体からガバナンス、会社

私は KC’s さんとおつきあいさせてもらって、非常に

の中に社外役員を送り込んでいくという活動を私はや

良いイメージを持つようになりました。こういう消費者

りたいです。訴訟でどうこうという話もあるでしょうが、

団体こそ、これから適格消費者団体として、消費者を

中に入って改善するということもやっていただきたい

リードしていって欲しいなというのが 10 年間の気持ち

です。それをやって、次の世代に大変なアピールに

です。ただ、おつきあいがないから私のような印象を

なると私は思います。それから、いろいろな不祥事が

持っている方はそんなにいないんだろうなと思います。

あった会社が第三者委員会を作って内部調査報告

私は、数年、都内にある女子高に通っています。そこ

書を公表しています。私も声をかけてもらって、格付

で毎年一回、特別講義をやっていて、毎回「将来、ど

け付けをやってほしいと言われました。第三者委員会

ういう仕事に就きたいですか」と聞きます。当然、有名

の報告書が、正しい内容なのか、中立的なのか、的

な企業の名前が挙がりますが、それと同じくらい国際

を射ているかという格付けをやってほしいと。それで、

NGO で活躍したいと言います。企業で働きたいと言

いちおう二年間、やらせていただきましたけど、正直

いながら、他方で非営利団体で働きたいと言っている

言いまして、ほとんどあてにならないです。ですから、

んです。そしたら、「消費者団体どう思いますか」と聞

例えば、消費者団体がそういった第三者委員会の報

くと、皆、いやだと言います。どうしてと聞くと、怪しい

告書の内容について格付けするというようなこともや

感じがすると。そういうイメージしか依然としてないん

ってもらえるといいなぁと思います。弁護士さんばっか
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りが中心になってやっている格付けというのも怪しい

いう話もあるけれども、世の中にはもっと大きな話があ

でしょう。やっぱり、企業寄りの方が中心にやっており

って、それに臨むというのも、次の 10 年のチャレンジ

ますし。むしろ、適格消費者団体が、公正なマーケッ

じゃないかなぁと思います。期待しております。

トを作っていくという意味で、従来の枠組みに囚われ
ない取り組みというのも十分有り得るのかなと思いま
す。
それから、高橋先生がおっしゃっていた消費者市
民社会のことですけれども、こういう視点から社外役
員が入って、会社の中で発言をしているのかとか、そ
ういった評価というものを、ぜひやってもらえればいい
んじゃないかなと思います。先ほど言いました女子高
生が国際 NGO で働きたいと言っているのが、何を意
識しているかというと、やっぱり地球的な問題とか貧
困の問題、格差というところに関心を持った世代が出
坂東：いろいろと示唆をいただき、どうもありがとうご

てきているんです。そこに焦点をあてた活動も考えて

ざいます。それでは、おおさかパルコープ生協の組

いただきたいと思います。
それから、最後に申し上げたいのですが、来年の

合員理事の武田智津枝さんお願いします。

10 月 1 日から集団的損害賠償請求訴訟制度が始ま

武田：難しい話をたくさんしていただいた後で、消

りますが、世の中をあっと言わせるような作戦を立て

費者の素朴な気持ちを言わしていただいていいのか

ていただきたいなと思います。例えば、東芝の不正会

なと思いますが、私たち、生協の組合員の活動で、Ｋ

計、あれは投資家だという方もいるかもしれませんが、

Ｃ’ｓの方に来ていただいて、消費者問題についての

広い目で見れば、お年寄りの方々が株を買ったとこ

ご講演をいただきました。先ほど、裾野を広げるという

ろ、そういう実態があったということで株価が下がった。

お話がありましたが、私たちはＫＣ’ｓがあって、一般

これに関しては集団訴訟を起こしておられる方がいら

の組合員との間で、つなぎ役というのはいるのかなと

っしゃいますけれども、そういう方々はプロですよね。

思って活動しています。生協の組合員さんはそういう

それに埋もれる方々がたくさんいるんです。もし、不

風に活動の場があると思うんですが、他のところでは、

正会計に違法性が認められるとすれば、第一段階を

地域で出前講座に来てもらうとか、いろいろな取り組

クリアする場合があります。こういう使い方ができるか、

みはできるはずなんですけど、あんまり盛んにされて

いろいろ厳しい規制がかかってくるかもしれませんが、

いないような気もしますので、その辺とつながっていく

知恵を使ったらいろんなことができるんじゃないかと

ことを考えたらいいのかなというのと、それから双方向

思います。あと、財政の話ですが、国による父権訴訟

コミュニケーションの場に出させていただいているん

の制度は考えてもらいたいと思います。以前、ＮＴＴさ

ですけれども、学生さんを対象に企業さんが講座をし

んの関係ですけれども、下請けの方と、光ファイバー

てくださっているという話を聞いて、やっぱり学校教育

ケーブルを談合して、その中で選んで納めていた。

の中で、そういう消費者を育てるというか、消費者目

それぞれの会社さんには、ＮＴＴさんからおりてこられ

線で考えられる思考を育てていくというのが大事かな

る方々のポストも用意していたという話もあります。こ

という風に感じています。

れは課徴金命令が出たのですが、よく考えると、最終
的には消費者の被害になっている訳です。これに対

（３）KC’s の 10 年後はこうありたい

する消費者の被害回復という話は何もないのです。
一人一人の消費者からいろんな苦情情報を集めると
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りたいという夢を語っていただきたいと思います。

いは、消費者裁判手続特例法を利用して損害賠償を

西島：10 年後、こういう風になっていたいということ

受けた消費者がＫＣ’ｓのファンクラブを結成される。

で、ちょっといきすぎのところもあるかもしれませんが、

そのファンクラブが KC’s はいいことをやっているねと

聞いてください。

いうことで 5 千万円くらい寄付をされるというような状

まず、消費者が何か発信したいと思ったときに、支

態になっていればいいですね。

援することや窓口になれる団体になってたらいいなと
思っています。

それから、KC’s がスタートしてすぐの頃、大阪府消
費生活センターの一角をご提供いただきましたが、10

次に、近畿 2 府 4 県の消費者団体とさまざまなネッ

年後には、ＫＣ’ｓ事務所の一角を消費生活センター

トワークを通じて、各市町村で各種セミナーを実施す

や消費者庁の近畿事務所に提供しているという状態

るというぐらいになっていたいなと思います。

にしたいです。

さらに、小学校、中学校、高校ぐらいの教科書にＫ

そして、ＫＣ’ｓ検討グループへの参加希望者が非

Ｃ’ｓや特定適格消費者団体のことがしっかり載って

常に多くて、これも 2 年待ちもざらで、検討委員長に

いて、ＫＣ’ｓメンバーが学校に呼ばれて活動を紹介

なるには、日弁連会長になるより難しいというようなこ

するというようなことになればいいなと思います。

とになっている。
それから、消費者の権利行使ですが、その頃には
当たり前のことになっておりまして、私ども適格消費者
団体の役割をどう果たすかという議論をして、教育を
進めている。もうすでにそこでは、消費者市民社会が
実現していると言わざるを得ないという風に思います。
あとは、2025 年の流行語大賞で、例えば、ＫＣ’ｓ20
周年が流行語になっているということがあってもいい
んじゃないかなと思いました。
坂東：最後は、おもいっきり夢を語りましょうと言った
ところ、こうなりました。あながち全然無理じゃないかも

また、ＮＨＫの 7 時のニュースの最後に、今、集団

しれませんね。頑張るしかないと思いました。

的消費者被害回復制度で、こういう案件がやられて

それでは、これでパネルディスカッションを終了しま

いますよと、そういう報道がされるというようになって欲

す。皆様方には、ちゃんとした発言時間を確保できな

しいです。

くて本当に申し訳なく思っております。ただ、今日は

それから、行政との関係ですが、例えば、消費者
庁に入って何年かすると、必ずＫＣ’ｓへ何年間かの

いろんな示唆をいただいたと思います。心から感謝し
ております。ありがとうございました。

インターンシップに来る。あるいは、司法修習生にな

司会(浅田)：会場からご発言いただきました皆様、

った場合に、受け入れに非常に人気があって、1-2

そしてパネリストの河上様、カ

年待ちになっているという、そんな状態にしたいと思

ライスコス様、高橋様、西島事

います。

務局長、コーディネーターの

あと、財政のところですけれども、諸外国に並んで、

坂東常任理事、ありがとうござ

消費者庁から適格消費者団体の公益性が正当に評

いました。それでは、シンポジ

価されて、1 億円の助成がされるということ。その結果、

ウムの閉会にあたりまして、

会費はもっと下げますということで、下げた結果、広く

KC’s 副理事長の飯田秀男よ

今よりも数千人も多く会員になっていただける。ある

りご挨拶申し上げます。
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Ⅴ.閉会挨拶
特定非営利活動法人

消費者支援機構関西副理事長

飯田

秀男

の活動はあり得ません。改めて感謝を申し上げたいと
思います。冊子にはお名前は挙げてありませんが、こ
の方々の支えがあってこそ、今の KC’s があるんだと
いうことを肝に銘じておきたいと思いますし、今後もそ
うであるという風に思っております。先ほどの、西島事
務局長の風呂敷が大きいのか小さいのか、あるいは
本当に実現の可能性があるのか無いのか、妥当性が
あるのか無いのか、その辺は、この後、皆さんのご意
見をぜひ頂戴したいと思います。そもそも、KC’s、あ
るいは適格消費者団体の活動は模索から始まってい
ます。レールが敷かれている訳でも何でもない中で、
改めまして、カライスコス先生、高橋先生、河上先

どうしたらいいのかということを、それぞれ模索しなが

生、本当にありがとうございました。また、西島事務局

らやっているのが実情ですし、これからもそうであるは

長、坂東先生、お疲れ様でした。また、ご来場の皆様

ずです。特定適格消費者団体になろうとしています

には、最後まで熱心に参加をいただき、本当にありが

が、その途上においても模索をしながら、できるだけ

とうございました。

非効率なことがないように見定めながら進んでいく必

この 10 年を私なりに振り返ると、KC’s の財産にな

要があると思います。そういう中で、KC’s は特定適格

ったことがあるという風に思っております。こちらの記

消費者団体を目指して活動したい、その開拓者とし

念誌の中に、それぞれの年度ごとに検討グループの

ての活動をしたいと思っております。その中では、広

数だとか、申入れ件数などが記録されております。私

く消費者の皆さんの支えを得ることはもちろんですが、

は理事会に出ているだけですが、日常的に検討グル

事業者の皆さん、あるいは専門家の皆さんとの連携

ープに参加をいただいて、熱心に、しかもボランティ

は欠かすことができません。どうか今後とも KC’s の活

アで活動に参加をいただいている方が、述べにしま

動にご支援ご協力を賜りますよう重ねて申し上げて、

すと、数百名の方がいらっしゃいます。これが現在も

閉会の挨拶にさせていただきます。本日はどうもあり

続いていまして、この方々の活動がなければ、KC’s

がとうございました。
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