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はじめに
　コロナ禍の中、高齢者の孤立や社会のデジ
タル化が進み、消費者行政の重要性は高まっ
ている。同時に、ＳＤＧｓ実現に向けても、
消費者行政の役割は大きい。そこで、本稿で
は、高齢者の見守りといった伝統的な消費者
行政と、エシカル消費といった持続可能な社
会を目指す消費者行政について、地方創生が
きっかけで徳島に設置された消費者庁の恒常
的な拠点、新未来創造戦略本部の取組を中
心に紹介したい。なお、本稿は、筆者の個人
的見解であることに留意願いたい。

１. 消費者政策の射程の広がり（図１参照）
　消費者基本法では、「消費者と事業者との
間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差
にかんがみ」消費者政策推進の基本理念を

定めること等により、消費者の利益の擁護及
び増進に関する総合的な施策の推進を図り、
もって国民の消費生活の安定及び向上を図る
ことを目的としている。従来の消費者政策の
役割は、消費者と事業者の間の格差を是正し
て消費者の利益を擁護することにあり、その
重要性は現在においても変わらない1。
　高齢者や障がい者といった配慮を要する消
費者への対応や、悪質業者への対応、消費
者の安全の確保といった消費者被害の防止
は、これまでもこれからも消費者政策の主な
ターゲットである。こうした対策の代表例の
一つが、後述する見守りネットワークの構築
である。高齢化が進んでいるうえ、コロナ禍
やデジタル化の進展の中、高齢者被害の防止
の重要性は一層高まっている。
　他方、最近は、上記の従来型ともいえる消
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図１　消費者政策の範囲の広がり
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費者行政に加え、消費者・事業者との協働、
連携による取組を通じて、持続可能な社会や
よりよい市場を目指すことが、消費者政策の
新たなターゲットとなってきている。行政措
置や規制といった強制力を伴わず、消費者と
事業者がwin-winとなるような関係の構築を
目指すものである。消費者のことを考えた企
業行動（消費者志向経営）は、消費者利益に
資する。他方、消費者が社会のことを考えた
行動、いわば賢い消費（エシカル消費）を行
えば、事業者も消費者のニーズに合わせて変
わっていかざるをえない。結果として、よい
市場の形成、持続可能な社会、ＳＤＧｓの実
現につながることになる2。

２.  コロナ禍と高齢者の見守り
　コロナウイルス感染症拡大の影響で、人と
人との対面での接触が減っていることから、
周囲との交流がそもそも少なくなりがちな独
居高齢者等は、孤独・孤立のリスクが高まっ
ている。
　他方で、コロナ禍の影響でさらに加速して
いるデジタル化については、高齢者も例外で
はなく、商品購入などにおけるインターネッ
トの利用率は益々増加している。このような
状況の中で、高齢者の消費者トラブルを未然
防止・早期発見する必要性は、以前よりも高
まっている。
　消費者庁では、高齢者等の消費者トラブル
を未然防止・早期発見するべく、消費者安全

法に規定されている消費者安全確保地域協
議会（見守りネットワーク）の全国の市町村
への設置促進に取り組んでいる。見守りネッ
トワークを組織することで、家族のみならず、
福祉関係者、警察、保健所や民間事業者等
が消費生活センターや行政と協力して高齢者
を見守り、消費者トラブルから守ることを目
指している（図２参照）。
　実際に、消費者から全国の消費生活センタ
ーへ寄せられる消費生活相談についても、高
齢者全体では本人が消費生活センターへ相
談する割合は８割だが、認知症等の高齢者で
は本人からの相談は２割にとどまっており、
残り８割が周囲の方からの相談であることか
らも、周囲の方の気づきが重要といえる。ま
た、高齢者や障がい者は、悪徳業者にとりわ
け付け込まれやすい上、二度三度と同種の被
害に遭いやすく、被害が重大になりやすいと
いう特徴があるため、周囲が協力して見守り
を実施することが重要である。
　新未来創造戦略本部では、徳島県内で最も
人口の多い徳島市（約25万人）の協力を得て、

「都市部における実効的な見守り体制の構築」
事業を実施した。徳島市の見守りネットワー
クにおいて、高齢者と主たる接点となってい
る社会福祉協議会、地域包括支援センター、
民生委員児童委員協議会の職員にアンケート
調査を実施したところ（回答数80）、業務の
中で消費者トラブルを見かけたことがあると
回答した方が４割おり（図３参照）、やはり

図２　消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）
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福祉行政を担っている地域の方々が高齢者の
見守りの担い手として重要であるということ
がわかった。一方で、消費者部局からの情報
共有は約９割が受けたことがないと回答して
おり（図３参照）、福祉の現場担当者側が、日々
の業務に忙殺される中で、十分に消費者問題
関係の情報を受け取れていないことがうかが
える結果となった。
　また、福祉の現場担当者が消費者トラブル
に直面した際に、インターネットで対応方法
を検索していることや、担当者個人の経験に
基づき対応しているとの実態も明らかにな
り、消費生活センターや消費者部局と福祉部
局とが、顔の見える関係となり、お互いに相
談しやすい関係づくりを行うことが重要であ
ることが示唆された。徳島市では、今後、消
費者トラブルに関する情報共有を目的とした
定期的な勉強会の開催と、地域の消費者トラ
ブルの情報収集を目的としたヒアリングの実
施を地域協議会の見守り活動の一環として取
り組むことが検討されている。徳島市で見ら
れた実態は、全国的にも多くの自治体でも見
られているのではないかと考えられる。

３. エシカル消費とＳＤＧｓ
　「エシカル消費(倫理的消費)」とは、より良
い社会に向けて、地域の活性化や雇用等を含
む人や社会・環境に配慮した消費行動を指す

（図４参照）。①今だけ、②ここだけ、③自分
だけのことを考えた消費から、①みんなの未
来を考え、②自分の周りの地域や世界を考え、
③様々な立場の人々が社会の一員として参
加・活躍できる社会を目指す消費を行う。具
体的には①サステナブルファッションや食品
ロス削減、②フェアトレード商品購入や被災
地産品購入、地産地消、③ユニバーサルデザ
イン商品購入などである。
　エシカル消費や持続可能なライフスタイル
への理解の促進は、ＳＤＧｓの実現につなが
り、日本の経済社会を物心両面から豊かにす
る大きな可能性を秘めており、そのためには、
消費行動の進化と事業者サイドの取組とが相
乗的に加速していくことが重要となってい
る。
　エシカル消費の認知度については、最近で
はテレビコマーシャルもみかけるが、全国的
には2019年度調査では12.2％と高くない。一
方、エシカル消費に力を入れている徳島県で
は平成29年度は26.4％だったのが、令和2年
度には50.8％となり、着実に浸透している（図
５参照）。徳島県内の取組事例を調べたとこ
ろ、県内全公立高校にエシカルクラブを設置
するなど学校教育での浸透、全国の高校を対
象に2019年から毎年エシカル甲子園を開催、
エシカル消費宣言事業者の募集、エシカル条
例3の制定をはじめ、様々な取組が実施され

図３　徳島市の見守りネットワークにおける現場担当者へのアンケート結果
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ていた4。
　なかでも、エシカル甲子園は、最近多くの
マスコミに取り上げられるなど注目を浴びて
いる。去る３月19日に開催されたエシカル甲
子園2021においては、全国85校から応募があ

り、書類審査（予選）を通過した11校が本選
に進みプレゼンを実施、最優秀賞である内閣
府特命担当大臣賞は、初出場で地元の徳島県
立城ノ内中等教育学校・高等学校が受賞した
（図６参照）。エシカル消費について統計や政

図４　エシカル消費は今までと何が違う？

図６　エシカル甲子園2021

図５　徳島県におけるエシカル消費の認知度

注：平成29年、30、令和元年度調査は消費者庁が実施、令和2年度は徳島県が実施
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策を事前に調査し、消費者のよりよい消費行
動を促進するとともに作り手も応援できるよ
う、多くの関係者にヒアリングし、エシカル
商品と消費者を繋げるアプリを開発したこと
が高く評価された。また、2020年度の大臣賞
は宮城県立農業高等学校が受賞している。同
高は、海で見つけたマイクロプラスチックに
注目し、その発生源が肥料の入ったプラスチ
ックの粒であることを突き止め、その解決の
ためプラスチックを使用しない肥料を開発
し、それを用いた環境に配慮したお米を作り、
それが地元レストランで評価され採用される
という、高校生とは思えないような取組を実
施したことが評価された。

４.  新未来創造戦略本部：地方と国との新た
な連携

　消費者庁新未来創造戦略本部は、2017年7
月に徳島に試行的に設置された消費者行政新
未来創造オフィスが大きな成果を上げ、消費
者行政の進化に寄与したことから、2020年７
月に恒常的な拠点として設置された。全国展
開を見据えたモデルプロジェクト、調査研究、
国際シンポジウムといった新たな国際業務を
実施している。
　戦略本部は、モデルプロジェクトのフィー
ルドを必ずしも徳島県に限ってはいないが、
徳島県としては地方創生の一環として消費者
庁を誘致した経緯から、県や県民の多大な協

力を得て、多くのプロジェクトを進めること
ができている。消費者庁として初めての地方
拠点であり、全国展開の前に、実際に戦略本
部で施策をまず実施することで、経験の集積、
好事例を収集、マニュアルの作成などができ
ている。
　これまでの代表的なモデルプロジェクトを
一つ挙げるとすれば、消費者教育教材「社会
への扉」を活用した授業を全国で初めて、県
内全高校で実施したことといえよう。徳島県
の全高校で実施できたことが、国会での成年
年齢引き下げの議論にも影響を及ぼしたとさ
れ、全国の全高校でも実施を目指すという、
４省庁によるアクションプラン策定5につなが
った。また、初年度の高校一年生には授業前
後、二年次、三年次にも知識や意識について
同じ質問をするという追跡調査も行ったとこ
ろ、知識については二年後の正答率は授業直
後よりは低下したが、授業前と比較するとほ
ぼ全ての問で正答率が高まるなど、全体的に
知識の定着が見られた。一方、意識について
は、知識ほど大きな変化が見られなかった6。

５.  戦略本部の新たな試み
　戦略本部では、研究も業務の大きな柱であ
るところ、コロナに関係する調査分析の一つ
として、日本各地の消費生活センター等で受
け付けた相談情報を蓄積したデータベース

（PIO-NET） に登録された2020年の相談情報

図７　2020年　新型コロナウイルス関連のトピック（８トピック）

消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究センターリサーチ・ディスカッション・ペーパー「PIO-NETを
利用した消費者問題の傾向分析」（谷岡 広樹、徳永 欽也ほか、2022年）
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のうち、新型コロナウイルス関連の相談につ
いて、テキストマイニングによる分析を行っ
た7。
　結果を見ると（図７参照）、トピック内で
も『マスク』や『トイレットペーパー』とい
う単語が目立っており、「マスクやトイレット
ペーパーが買い占められ、品切れになってい
る」「マスクが高額で転売されている」、「買
ってもいないマスクが送られてきた」といっ
た『マスク』に関する相談内容が多かったこ
とが反映されている。また、『旅行』と『キ
ャンセル料』や、『結婚式』と『キャンセル料』
などの単語が目立つトピックも得られたこと
は、当時、「コロナが心配で旅行や結婚式を
キャンセルしたが、キャンセル料を請求され
た」といったトラブルが多かったことも表し
ている。
　PIO-NETは、相談現場間の情報共有、注
意喚起や制度改正の基礎情報として活用され
ているが、近年は、ビッグデータとして貴重
な財産とも言われているところ、今回はビッ
グデータ分析として初めての試みであり、そ
の点でも、今後の分析活用可能性の一端を示
せたのではないかと思う。

最後に
　コロナ禍、ＳＤＧｓ、地方創生に関わる取
組例を雑駁にここまで紹介してきた。戦略本
部は、モデルプロジェクト、調査研究などで
多くの可能性を秘めており、消費者政策の基
礎や土台に大きく貢献できると信じている。
今後も多くの成果を上げていきたい。

１  「日本の消費者政策」（樋口一清、井内正敏編、2020年、
創成社）第４章

２  第４期消費者基本計画（2020年）でも、「事業者の健
全な発展は消費者の利益に資するとともに、消費者の
利益の増進は事業者や産業の発展に資する。健全な
市場を形成し、国民生活の中長期的な安定と向上を図
るために、関係者が問題意識を共有し、長期的な視野
で緊密に連携し、消費者と事業者の双方にメリットを
もたらすような関係を築かなければならない」とされ
ている。

３  正式名称は「徳島県消費者市民社会の構築に関する
条例」（2018年公布・施行）

４  「徳島県内で実施されたエシカル消費に関する取組事
例集」（消費者庁、2021年）

５  「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプロ
グラム」（若年者への消費者教育の推進に関する４省庁
関係局長連絡会議決定（消費者庁、文部科学省、法務省、
金融庁））（2018年２月、2021年３月改定）

６  「徳島県における 「社会への扉」を活用した授業の 実施
効果に関する報告書 （平成29年度～令和元年度総括）」

（消費者庁、2020年）
７  消費者庁新未来創造戦略本部国際消費者政策研究セン

ターリサーチ・ディスカッション・ペーパー「PIO-NET
を利用した消費者問題の傾向分析」（谷岡 広樹、徳永 
欽也ほか、2022年）

―  13  ―


