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国

巻頭言

民主権、基本的人権の尊重、平

変化しているのに、75年前の憲法のまま

和主義を基本原理とした日本国憲

でいいのかという国民の率直な思いが

法は、今年で施行から75年の節目を迎

あるのだろう。しかし、国民の思いも多

えた。

様でバラツキがあるのも事実だ。

日本国憲法はいくつかの特徴を持っ

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ

ているといわれる。一つ目は世界各国

ために、国家による個人の自由の制約

の憲法と比較して、これまで一度も改

や権利保護の課題が焦点となった。コ

正されていない、すなわち非改正の年

ロナ禍では、個人の自由と集団の安全

数で世界一である。二つ目は、文量も

が対立する場面が出てくる。一方では、

世界で5番目に少ないという。従って、 法的根拠の乏しい政策が、政府から打

巻頭言

具体的な定めを法律に委ねる規定が多

ち出されてきたことも記憶に新しい。

憲法施行から 年

く、必要なことは憲法を改正しなくても

世界情勢も大きく変化している。米ソ

法律の制定や改正で行える。このこと

冷戦が終焉しグローバル化の進展で世

が長期間、憲法が改正されずにきた背

界の相互依存は飛躍的に深まり、国際

景のひとつであろう。もちろん、日本

協調のための仕組みやルールの整備も

独自の要素として、天皇制と9条があり、 進んだ。しかし、今、私たちは再び独
それらはイデオロギー・理念対立として

立国が武力で侵されるという悲劇を目の

収れんが困難であったことも一因となっ

当たりにしている。ロシアによるウクライ

ている。

ナ侵攻は「法と正義」に基づく国際秩

一般的に憲法の規定は、主に国民

序を揺さぶり、国際社会の厳しい批判

の権利や自由などを定めた「人権」に

や経済制裁によっても、停戦はいまだ実

関するものと、立法府や行政府、司法

現していない。

の仕組みや権限などの「統治機構」に

国家の安全保障だけでなく、前述し

関するものの二つに分類される。その

たパンデミックや環境破壊などの脅威か

視点から日本国憲法は「人権」につい

ら人々を守る「人間の安全保障」
、統治

ては比較的手厚く定める一方で、
「統

機構、地方自治、社会のデジタル化な

治機構」に関する規定は少なめである。 ども極めて重要な課題となっている。
今年の憲法記念日前後に載ったマス

75

コミ各社の世論調査では、憲法改正へ
の肯定的な回答が前年よりも伸びてい

いずれにしても、
75年を迎えた憲法を、
点検する機会ととらえることが重要だ。
一方、このウクライナでの戦争を機に、

るのが目についた。しかし、その種の

日本国憲法の「平和主義」のあり方をめ

調査のひとつを見てみると、
「あなたが

ぐる議論 が活発になっている。ただ、

政治にもっとも優先的に取り組んでほ

危機に乗じた動きや煽りは、冷静な議

しいものはどれですか」との問いに対

論を妨げる。時代や環境の変化の中で、

する回答（数字は％）は、年金・医療

仮に現在の憲法が抱える矛盾や問題点

・介 護32、景 気・雇 用26、外 交・安

が浮き彫りになったとすれば、冷静に向

全保障15、財政再建11、教育・子育て

き合い真摯に議論できる社会環境であ

支 援10、原子力発電・エネルギー 3、 って欲しいと願う。
憲法改正（改憲または護憲）２である。

13条で個人の尊重、誰もが自分らしく

また、あるマスコミの調査結果、
「あな

生きられる社会を謳った日本国憲法は、

たは国民の間で改憲の機運は高まって

もちろん権力を抑制するものではある

連合総研理事長

古賀伸明

いると思いますか」との問いに対する

が、私たちの暮らしの根源であり、私た

回答は、
“高まっている、どちらかとい

ち一人ひとりの生きる基盤でもある。

えば高まっている”で30％、
“どちらか

12条には「この憲法が国民に保障す

といえば高まっていない、高まっていな

る自由及び権利は、国民の不断の努力

い”が70％である。

によって、これを保持していかなければ

パンデミックやロシアのウクライナ侵
攻など、日本 社会や安全保障環境が
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ならない」とある。憲法の今後は、私た
ち自身のこれからの姿でもある。

視

点

〈特集解題〉

コロナ禍・デジタル化における消費者行動・
意識の変化とSDGｓの実現

コロナ禍によって、消費者行動及び意識が大きく変

ンポジウムの開催等国際業務など、地方拠点ならでは

化するとともに、半ば強制的にではあるが、我が国に

の取組を紹介いただいた。特に、
「エシカル消費」の普

おいてもデジタル化が加速した。GDPの過半を占める

及には力を入れており、エシカル甲子園をはじめ様々

消費こそ経済活性化の鍵であることを踏まえると、消

な広報啓発活動を展開し、
「消費者の責任」に対する意

費者の多くを占める労働者は経済社会を創り上げる重

識の向上を通じたＳＤＧｓの実現を図っている。
特集３では、消費者庁が、デジタル化に対応した消

要なステークホルダーでもある。ESG投資における「S
（social）
」を構成する労働者の役割や、SDGｓの12番

費者教育に向けた啓発用デジタル教材を開発した際、

目の目標である「つくる責任・つかう責任」にも掲げ

有識者会議座長を務めた鳴門教育大学大学院教授の坂

られているように、持続可能な経済社会の実現のため

本有芳氏より寄稿いただいた。AI等新技術の発達に伴

には、消費者及び事業者が緊密に連携しつつ、共通の

う不適切な広告表示や心理的誘発などを受ける機会の

目標の下で取組を進めていく必要があることから、近

増加、デジタルリテラシーの不足による消費者被害な

年、自立した消費者としての「責任」への注目が高まっ

ど、デジタル社会特有の脆弱性に対応するに当たって

ている。

は、ライフステージに応じた体系的な消費者教育が不

他方、
「新しい生活様式」を実践する中で、
「巣ごも

可欠である。今回開発されたデジタル教材には、高校

り消費」やテレワークの定着・拡大を背景に、デジタ

生から高齢者に至るまで、あらゆる世代が気軽かつ効

ル取引の規模及び関与する消費者の裾野が急速に拡大

果的に消費者教育を受けられるよう、受講者の世代に

するとともに、ごく少数の巨大デジタル・プラット

応じ教材の内容や提供媒体を変えるとともに、具体的

フォーマーによる個人情報の半独占的収集が日常化す

な事例を多用し実践力を養う仕組みを導入するなどの

るなど、消費生活をめぐる環境は急速に変化し、全て

工夫が凝らされている旨を紹介している。
特集４では、事業者サイドからの消費者保護の取組

の消費者が「脆弱な消費者（vulnerable consumer）
」
になり得る状況となっている。このような消費生活の

として、公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）

急激な変化を踏まえた、消費者の安全・安心の確保に

専務理事である坂倉忠夫氏から、コロナ後に向けた消

向けた官民の取組や課題、新しい時代における消費者

費者志向経営の展望につき寄稿いただいた。消費者志

の在り方等、様々な角度から有識者4名に論じていた

向経営とは、消費者と共創・協働して社会価値を向上

だいた。

させる経営を指し、2015年に策定された第３期消費

特集１では、消費者法の第一人者である一橋大学名

者基本計画以降、本格的に活動が開始された取組であ

誉教授の松本恒雄氏に、デジタル化の進展を踏まえた

る。今後の方向性として、第一に、消費者と事業者と

消費者保護の最新動向について、EU等における取組も

の間のデジタルツールを活用した双方向のコミュニ

含め、以下の４つの観点から寄稿いただいた。まず、
「安

ケーションによる信頼関係の構築、第二として、消費

全性」では、決済デバイスの進歩等に伴う新しい消費

者志向経営とエシカル消費とが車の両輪となって社会

者被害への対応や、近年横行しているインターネット

的課題の解決を図る動きの主流化、第三に、企業間や

上で消費者行動を欺瞞的に誘導して購入を促す販売サ

企業内の部門間のボーダレス化による連携及び情報共

イトの設計（ダークパターン）や違法コンテンツに対

有の進展を挙げ、これらにより提供する商品・サービ

する事業者規制が、我が国はEUに比べ依然不十分であ

スのさらなる質の向上が可能になるとしている。この

り、
「個人情報の保護」に関してもGAFA等への規制が

ように、事業者と消費者との間にWIN-WINの関係を構

遥かに遅れていると指摘している。
「包摂性」では、デ

築する消費者志向経営は、今後一層進化・発展が見込

ジタル・ディバイドの解消にあたり国や自治体による

まれる。
以上、４つの論文から明らかなように、デジタル化

配慮の必要性を、また、
「持続可能性」では、
「消費者
の責任」の重要性を指摘している。その上で、今後の

の深化やＳＤＧｓの達成といった国際的な潮流は、我

消費者にとって消費者リテラシー及び情報リテラシー

が国の消費者生活のみならず、消費者行政や企業経営
の在り方に着実に変化をもたらしている。今回の特集

双方を備えることの重要性を指摘している。
特集２では、地方創生の一環として徳島に設置され
た消費者庁の地方拠点である、新未来創造戦略本部の
初代次長

が消費者の権利及び責任について関心を高めるきっか
けとなれば幸いである。

日下部英紀氏に、行政の企画立案に資する

（連合総研主任研究員

野澤

郁代）

ためのモデルプロジェクトや調査研究の実施、国際シ
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特集 1

加速するデジタル化と
消費者保護

コロナ禍・デジタル化における消費者行動・意識の変化とＳＤＧｓの実現

集

松本

寄稿

特

恒雄

（一橋大学名誉教授・（独）国民生活センター顧問

１. はじめに

池田・染谷法律事務所客員弁護士）

続可能性（sustainable）の4点をあげている2。

消費者団体の国際組織で、国連NGOでも
あるコンシューマーズ・インターナショナル

以下では、CIの問題提起を手がかりに、い
くつかの点について検討する。

（CI）は、アメリカのジョン・F・ケネディ元
大統領が1962年3月15日に、連邦議会に送付
した「消費者の利益保護に関する特別教書」

２. 安全性
デジタル化における消費者の安全について

において、消費者には４つの権利（安全であ

は、①デジタル化そのものの安全性と②デジ

る権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を

タル環境下で行われる取引の安全性
（公正性）

きいてもらう権利）があると宣言したことを

という２つのレベルが考えられる。

記念して、1983年から、毎年3月15日を「世
界消費者権利の日」とし、各国の加盟団体が
1

それぞれ記念行事を行っている 。

（1）デジタル化の安全性
デジタル化されたシステムへのアクセスツ
ールであるカードの紛失・盗難、偽造、暗証

CIは、毎年キャンペーンテーマを決めて活

番号の漏洩などによる無権限使用・不正使用

動を行っており、2022年のテーマは、
「公正

は、従来から大きな問題になっていた。そこ

なデジタル金融（Fair Digital Finance）
」で、

で、偽造・盗難カードによる預金引出被害に

まさにデジタル化の問題を取り上げたものと

対しては、
「偽造カード等及び盗難カード等

なった。最近では、2017年が「より良いデジ

を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し

タル 社 会（Better Digital World）
」
、2018年

等からの預貯金者の保護等に関する法律」に

が「 デ ジ タル 市 場 をより公 正 に（Making

よって、一定の場合に保護が与えられている。

Digital Marketplaces Fairer）
」
、
2019年が「信

インターネットバンキングにおけるなりすま

頼 で き る ス マ ー ト 製 品（Trusted Smart

しによる不正引出被害についても、全国銀行

Products）
」とデジタル関連のテーマが多く

協会の申合せに基づく各金融機関の自主ルー

取り上げられている。

ルにおいて、一定の被害救済が図られている。

今回、CIは、金融のデジタル化の進展によ

クレジットカードの不正使用についても、ブ

り、とりわけ、従来から存在する不正使用や

ランドカード内部の取り決めとして、一定の

データ漏洩などがさらに拡大・増加するとい

場合にチャージバックが認められている。

うリスクと、脆弱な消費者をキャッシュレス

ところが、アクセスツールがカードからス

社会の外に置いてけぼりにするという新たな

マートフォンに移行（コード決済、モバイル

リスクの存在を強調している。他方で、CIは、

ペイメント）するにつれて、新しいタイプの

デ ジタル 化 のビジョンとし て、 ① 包 摂 性

被害が生じているにもかかわらず、対応が追

（inclusive）
、②安全性（safe）
、③個人デー

いついていない。たとえば、スマートフォン

タ保護（data protected and private）
、④持

を紛失したり、盗難にあっても、通信事業者
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にのみ連絡して、決済サービス事業者に連絡

ビューもしくは推奨、もしくは消費者による

していなかったことから、不正使用の被害に

誤ったレビューもしくはソーシャルな推奨を

あうという事例が現れている。携帯電話の通

行うこと、または、他の法人又は自然人にそ

信回線が遮断されても、Wi-Fiを使って決済

れを委託すること」である。この点では、日

システムにアクセスすることは可能だからで

本における法改正への動きは鈍い。

ある。これは、消費者が通信事業者と決済サ

また、経済協力開発機構（OECD）では、

ービス事業者との関係についてよく理解して

インターネット上での取引を含む消費者の行

いないことによるものであり、後述の情報リ

動を欺瞞的に誘導する手法、すなわちダーク

テラシーの問題でもある。

パターンについての検討が盛んに行われてい

また、何らかの方法で銀行預貯金口座の口

る。日本でも、2021年の特定商取引法の改正

座番号や暗証番号などを入手した第三者が、

によって、従来、規制がきわめてゆるやかで

口座情報を利用して、当該銀行と連携してい

あった通信販売について、ダークパターンの

てオンラインで登録できる前払式のキャッシ

一種である詐欺的定期購入商法対策のため

ュレス決済システムに紐付けし、その後、銀

に、インターネット通信販売のように、通信

行預金口座からチャージし、換金性の高い商

販売業者が用意した申込み画面が消費者の

品の購入に充てるなどする事件が相変わらず

PCやスマートフォンに表示され、そこで消

発生している。

費者が申込みを行う場合（
「特定申込み」
）に

（2）デジタル環境下の取引の安全性
2005年のEU不公正取引方法指令は、不公

ついて、不意打ち的な勧誘になりがちな訪問
販売の場合に近い規制が導入された。

正な取引方法の禁止を一般的に宣言したうえ

同じ2021年には、
「取引デジタルプラット

で、誤認的取引方法（消費者契約法における

フォームを利用する消費者の利益の保護に関

誤認型勧誘に対応）と攻撃的取引方法（消費

する法律」が制定された。この法律は、規模

者契約法の困惑型勧誘に対応）という２大類

の大小を問わず、事業者と消費者の取引の場

型について不公正な取引慣行にあたるとし、

を提供するデジタルプラットフォーム事業者

さらに、当然に不公正とされる取引方法のブ

に消費者利益の保護のための自主的取組を求

ラックリスト31種が付表に列挙されていた。

めることが主たる内容となっている。この点

2019年の「EU消費者保護規則の実効性強化

では、2022年4月に制定への合意に達したEU

及び現代化に関する指令」において、不公正

のデジタル・サービス法は、月4500万人以上

取引方法のブラックリストに、さらにデジタ

の利用者を有するプラットフォームを含むデ

ル化にかかわる４類型が付加された。すなわ

ジタル・サービス事業者に、違法コンテンツ

ち、
「1a. 有料広告又は検索結果における製品

の削除義務や詐欺的な誘導で購入を促す販

ランキングをより高くするために特別にする

売サイトの設計（ダークパターン）の禁止が

支払について明確に開示することなく、消費

義務づけられるなど、日本の動きのはるか先

者によるオンライン検索クエリに対して検索

を進んでいる。

結果を示すこと」
、
「23a. １人の者が購入する
ことができるチケットの数について課された

３. 個人データ保護

制限その他チケット購入に適用されるルール

個人情報や個人データの保護は、デジタル

を回避するために、事業者が自動化された手

化に特有の問題ではないが、デジタル化の進

段を用いてイベント・チケットを取得した場

展に伴い、一層、重要な課題となっている。

合に、それを消費者に転売すること」
、
「23b.

日本では、
「個人情報の保護に関する法律」

製品レビューがそのような消費者によって行

の2020年改正で、保有個人データを利用する

われたことを確認する合理的かつ比例的な措

必要がなくなった場合の利用停止請求権（消

置を講じることなく、当該製品を現に使用し

去請求権）が新たに定められた（改正法30条

または購入した消費者によって製品レビュー

5号・6号 ）
。ＥＵの一般データ保護規 則

が行われると言明すること」
、
「23c. 製品をプ

（GDPR）17条のように、データ主体の同意

ロモートするために、消費者による虚偽のレ

に基づいて収集された個人データについて、
― 5 ―
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同意の撤回によって消去を求める権利がある

け込まれたりするなどのマイナス面も生じて

との考え方と比べるとはるかにゆるい権利で

いる。コロナ禍において、スマートフォンを

あるが、改正前は、保有個人データが違法に

使いこなせないために、新型コロナウィルス

収集されたり、違法に取り扱われている場合

ワクチンの接種の予約ができずに苦労した高

にのみ利用停止を求めることができたことと

齢者も多い。

比較して、一定の前進といえる。また、提供

「特定商取引に関する法律」
（特定商取引法）

元では個人データに該当しないものの、提供

には、消費者保護のための特効薬として、契

先において個人データとなることが想定され

約の締結や申込みをしてから一定期間内であ

る情報（
「個人関連情報」
、第三者クッキーに

れば、無条件の契約解除、申込み撤回の権利、

よって収拾された閲覧情報など）の第三者提

いわゆるクーリングオフの制度が用意されて

供については、本人同意が得られていること

いる。その趣旨は、訪問販売の場合のように

などの確認が義務づけられた（改正法26条の

不意打ちでかつ密室的な状態で冷静さを失っ

2）
。

て契約をしてしまった消費者に考え直す機会

2019年に採択されたEUの「デジタル・コ

を与えるという意味と、実際には事業者の詐

ンテンツ及びデジタル・サービス供給契約の

欺まがいや強迫まがいの販売手法がとられて

一定の側面に関する欧州議会及び理事会指

いてもそれを消費者の側で立証することが困

令」は、デジタル化の進展のなかで、デジタ

難であることに鑑みて、意思表示の取消しの

ル・コンテンツやデジタル・サービスに関す

ための条件を緩和するという意味がある。

る取引における消費者保護の水準をあげるこ

2021年の特定商取引法の改正で、クーリン

とを目的としている。注目されるのは、同指

グオフの期間の起算点となる書面の交付につ

令の適用対象には、対価として消費者が代金

いて、消費者が承諾すれば電子メールの送付

を支払う取引のほか、個人データを条件に基

などの電磁的方法でもよいものとされた。不

づいて提供する取引も含まれるとされている

意打ちかつ密室的勧誘で契約を申込みあるい

点である（同指令3条1項）
。いわば、個人デ

は承諾させられた者が、電子メール送付の点

ータの提供を代金の支払いと同列においてい

だけ拒否することはほとんど考えられない。

る感があり、これは、多くの場合に無料で利

書面には、周囲の家族や介護の担い手が当該

用可能とされているインターネット上の情報

契約の締結に気づきやすくするという役割も

提供サービスや検索サービスなどの提供事業

ある。スマートフォンの中のどこかに記録さ

者がどのようにして巨額の収益を上げている

れているだけだと、このような役割を果たす

かを反映した考え方ということができる。消

ことができず、デジタル化によって被害防止

費者の提供する個人データについて、個人情

に逆効果となることが危惧される。

報保護やプライバシー保護の問題を超えて、

また、デジタル化の象徴の1つとして、ス

金銭と類似の対価性を認めるものであり、一

マートフォンを利用したモバイル決済も普及

見無料のように見える取引類型における消費

してきている。かつては、特価品をクレジッ

者保護の再検討を迫るものである。

トカードで購入しようとすると断られ、現金
払いを求められることもあったが、現在では、

４. 包摂性

逆に、現金払いが断られ、モバイル決済を要

だれ1人取り残さないという意味の包摂性

求されるという事態が生じるおそれもある。

については、デジタル化との関係では両面性

民間事業者の場合は、契約自由の範囲内で決

がある。一方で、障害や子育て、介護のため

済手段を限定することも許されるであろう

に物理的移動が困難な者にも就労や買い物、

が、住民の生活する権利確保の点から、国や

コミュニケーションなどの社会生活を可能と

自治体の対応も求められる。

するというプラスの面があるとともに、デジ
タル機器やデジタル化された仕組みをうまく

DIO 2022, 6

５. 持
 続可能性

使いこなせないことによって様々な不利益を

CIは、1982年に消費者の８つの権利のみな

受けたり、デジタル化の知識の無いことにつ

らず、消費者の５つの責任を宣言しており、
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近年でも、2020年の世界消費者権利の日のキ

の子どもたちに関する理事会勧告」が2021年

ャンペーンのテーマを「持続可能な消費者

に採択され、事業者向けのガイドラインとし

（The Sustainable Consumer）
」
、2021年のテ

て、
「デジタルサービスプロバイダーのため

ーマを「プラスティックゴミ削減（Tackling

のOECDガイドライン」が公表されている4。

Plastic Pollution）
」とするなど、持続可能性

また、日本でも、国際NGOであるセイブ・ザ・

についての消費者の権利のみならず、消費者

チルドレン・ジャパンとグローバル・コンパ

の責任にも焦点をあてている。

クト・ネットワーク・ジャパンが中心となっ

カーボンニュートラルへのデジタル化の貢

て2016年に策定した「子どもに影響のある広

献については、紙や印刷物の削減、物理的移

告およびマーケティングに関するガイドライ

動をしなくても様々な業務や日常生活が送れ

ン」5の改訂作業が現在行われており、デジ

るようになることによるエネルギー消費の削

タル環境における広告・マーケティングにつ

減などがわかりやすい。さらに、CIは、2022

いての考え方が盛り込まれる予定である。こ

年の世界消費者権利の日のテーマである「公

れらの文書は、いずれも「子ども」を18歳未

正なデジタル金融」についてのレポートにお

満としており、子どもの消費者教育の側面も

いて、ニュージーランドでは、キャッシュレ

有している。

ス決済をPOSシステムとつなぐことによっ

第3に、デジタル化に伴う製品の物理的安

て、消費者に購入した製品・サービスのカー

全性の問題である。有体物としての製造物に

ボン・フットプリントを理解させ、消費行動

組み込まれているプログラムが必要に応じて

を変容させるのに活用されていることが紹介

オンラインでアップデートされる仕組みとな

3

されている 。これは、デジタル化によって、

っているような場合に、製造物責任法上、製

消費者のより直接的な行動変容を喚起できる

造物の欠陥をどのように考えるかという問題

というビジョンである。

などが提起されている6。

６. お
 わりに
最後に、３点付け加えて本稿を閉じる。
第１に、デジタル化の進展に対応して、消
費者リテラシーと情報リテラシーという２つ
のリテラシーを備えることが今後の消費者に
とって重要であり、消費者教育においても重
視すべきである。消費者問題はリアルの取引
でもデジタルの取引でも生じているが、消費
者リテラシーだけがあっても、情報リテラシ
ーがないと、デジタル環境下での消費者問題
には適切に対応できず、被害を予防すること
もできない。高齢者に対して自治体職員など
のふりをして電話をかけ、
「医療費の払い戻
しがある」
、
「税金の還付がある」などと称し

１松
 本恒雄「ケネディ大統領の消費者教書と日本におけ
る消費者の権利のための闘い」消費者法ニュース108
号（2016年）246頁参照。
２h
 ttps://www.consumersinternational.org/media/419259/
final_vision-for-fair-digital-finance.pdf。
３前
 掲注
（2）
参照。
４関
 連資料も合わせた翻訳として、齋藤長行・新垣円訳
『デジタル環境の子どもたち』
（2022年、明石書店）参
照。
５h
 ttps://www.savechildren.or.jp/partnership/crbp/pdf/
fm.pdf。
６S
 ee Christian Twigg-Flesner,“Guiding Principles for
Updating the Product Liability Directive for the Digital
Age”, European Law Institute Innovation Paper
Series, https://europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_
upload/p_eli/Publications/ELI_Guiding_Principles_for_
Updating_the_PLD_for_the_Digital_Age.pdf.

て、還付金の受取手続きのため携帯電話とキ
ャッシュカードを持ってATMに行くよう誘
導し、還付金の受け取りのための操作を教え
ているように思わせて、実際は預金口座から
振り込みをさせるという、いわゆる「還付金
詐欺」もこの種の問題である。
第2に、オンライン環境での子どもの健全
な成長や保護の問題である。OECDはこの問
題に熱心に取り組んでおり、
「デジタル環境
― 7 ―
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コロナ禍・デジタル化における消費者行動・意識の変化とＳＤＧｓの実現

集

DIO 2022, 6

コロナ禍、ＳＤＧｓ、地方創生と
消費者行政の新たな試み
日下部

寄稿

特

特集 2

英紀

（消費者庁審議官（新未来創造戦略本部次長）
）

はじめに

定めること等により、消費者の利益の擁護及

コロナ禍の中、高齢者の孤立や社会のデジ

び増進に関する総合的な施策の推進を図り、

タル化が進み、消費者行政の重要性は高まっ

もって国民の消費生活の安定及び向上を図る

ている。同時に、ＳＤＧｓ実現に向けても、

ことを目的としている。従来の消費者政策の

消費者行政の役割は大きい。そこで、本稿で

役割は、消費者と事業者の間の格差を是正し

は、高齢者の見守りといった伝統的な消費者

て消費者の利益を擁護することにあり、その

行政と、エシカル消費といった持続可能な社

重要性は現在においても変わらない1。

会を目指す消費者行政について、地方創生が

高齢者や障がい者といった配慮を要する消

きっかけで徳島に設置された消費者庁の恒常

費者への対応や、悪質業者への対応、消費

的な拠点、新未来創造戦略本部の取組を中

者の安全の確保といった消費者被害の防止

心に紹介したい。なお、本稿は、筆者の個人

は、これまでもこれからも消費者政策の主な

的見解であることに留意願いたい。

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

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

図１

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

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、

法に規定されている消費者安全確保地域協

連携による取組を通じて、持続可能な社会や

議会（見守りネットワーク）の全国の市町村

よりよい市場を目指すことが、消費者政策の

への設置促進に取り組んでいる。見守りネッ

新たなターゲットとなってきている。行政措

トワークを組織することで、家族のみならず、

置や規制といった強制力を伴わず、消費者と

福祉関係者、警察、保健所や民間事業者等

事業者がwin-winとなるような関係の構築を

が消費生活センターや行政と協力して高齢者

目指すものである。消費者のことを考えた企

を見守り、消費者トラブルから守ることを目

業行動（消費者志向経営）は、消費者利益に

指している（図２参照）
。

資する。他方、消費者が社会のことを考えた

実際に、消費者から全国の消費生活センタ

行動、いわば賢い消費（エシカル消費）を行

ーへ寄せられる消費生活相談についても、高

えば、事業者も消費者のニーズに合わせて変

齢者全体では本人が消費生活センターへ相

わっていかざるをえない。結果として、よい

談する割合は８割だが、認知症等の高齢者で

市場の形成、持続可能な社会、ＳＤＧｓの実

は本人からの相談は２割にとどまっており、

2

現につながることになる 。

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

２. コ
 ロナ禍と高齢者の見守り

た、高齢者や障がい者は、悪徳業者にとりわ

コロナウイルス感染症拡大の影響で、人と

け付け込まれやすい上、二度三度と同種の被

人との対面での接触が減っていることから、

害に遭いやすく、被害が重大になりやすいと

周囲との交流がそもそも少なくなりがちな独

いう特徴があるため、周囲が協力して見守り

居高齢者等は、孤独・孤立のリスクが高まっ

を実施することが重要である。

ている。

新未来創造戦略本部では、徳島県内で最も

他方で、コロナ禍の影響でさらに加速して

人口の多い徳島市（約25万人）の協力を得て、

いるデジタル化については、高齢者も例外で

「都市部における実効的な見守り体制の構築」

はなく、商品購入などにおけるインターネッ

事業を実施した。徳島市の見守りネットワー

トの利用率は益々増加している。このような

クにおいて、高齢者と主たる接点となってい

状況の中で、高齢者の消費者トラブルを未然

る社会福祉協議会、地域包括支援センター、

防止・早期発見する必要性は、以前よりも高

民生委員児童委員協議会の職員にアンケート

まっている。

調査を実施したところ（回答数80）
、業務の

消費者庁では、高齢者等の消費者トラブル

中で消費者トラブルを見かけたことがあると

を未然防止・早期発見するべく、消費者安全

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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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

福祉行政を担っている地域の方々が高齢者の

（図４参照）
。①今だけ、②ここだけ、③自分

見守りの担い手として重要であるということ

だけのことを考えた消費から、①みんなの未

がわかった。一方で、消費者部局からの情報

来を考え、②自分の周りの地域や世界を考え、

共有は約９割が受けたことがないと回答して

③様々な立場の人々が社会の一員として参

おり（図３参照）
、
福祉の現場担当者側が、
日々

加・活躍できる社会を目指す消費を行う。具

の業務に忙殺される中で、十分に消費者問題

体的には①サステナブルファッションや食品

関係の情報を受け取れていないことがうかが

ロス削減、②フェアトレード商品購入や被災

える結果となった。

地産品購入、地産地消、③ユニバーサルデザ

また、福祉の現場担当者が消費者トラブル

イン商品購入などである。

に直面した際に、インターネットで対応方法

エシカル消費や持続可能なライフスタイル

を検索していることや、担当者個人の経験に

への理解の促進は、ＳＤＧｓの実現につなが

基づき対応しているとの実態も明らかにな

り、日本の経済社会を物心両面から豊かにす

り、消費生活センターや消費者部局と福祉部

る大きな可能性を秘めており、そのためには、

局とが、顔の見える関係となり、お互いに相

消費行動の進化と事業者サイドの取組とが相

談しやすい関係づくりを行うことが重要であ

乗的に加速していくことが重要となってい

ることが示唆された。徳島市では、今後、消

る。

費者トラブルに関する情報共有を目的とした

エシカル消費の認知度については、最近で

定期的な勉強会の開催と、地域の消費者トラ

はテレビコマーシャルもみかけるが、全国的

ブルの情報収集を目的としたヒアリングの実

には2019年度調査では12.2％と高くない。一

施を地域協議会の見守り活動の一環として取

方、エシカル消費に力を入れている徳島県で

り組むことが検討されている。徳島市で見ら

は平成29年度は26.4％だったのが、令和2年

れた実態は、全国的にも多くの自治体でも見

度には50.8％となり、着実に浸透している（図

られているのではないかと考えられる。

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

３. エシカル消費とＳＤＧｓ

DIO 2022, 6

するなど学校教育での浸透、全国の高校を対

「エシカル消費(倫理的消費)」とは、より良

象に2019年から毎年エシカル甲子園を開催、

い社会に向けて、地域の活性化や雇用等を含

エシカル消費宣言事業者の募集、エシカル条

む人や社会・環境に配慮した消費行動を指す

例3の制定をはじめ、様々な取組が実施され
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図４

図５

エシカル消費は今までと何が違う？

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

図６

エシカル甲子園2021

ていた4。

り、書類審査（予選）を通過した11校が本選

なかでも、エシカル甲子園は、最近多くの

に進みプレゼンを実施、最優秀賞である内閣

マスコミに取り上げられるなど注目を浴びて

府特命担当大臣賞は、初出場で地元の徳島県

いる。去る３月19日に開催されたエシカル甲

立城ノ内中等教育学校・高等学校が受賞した

子園2021においては、全国85校から応募があ

（図６参照）
。エシカル消費について統計や政
― 11 ―
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策を事前に調査し、消費者のよりよい消費行

力を得て、多くのプロジェクトを進めること

動を促進するとともに作り手も応援できるよ

ができている。消費者庁として初めての地方

う、多くの関係者にヒアリングし、エシカル

拠点であり、全国展開の前に、実際に戦略本

商品と消費者を繋げるアプリを開発したこと

部で施策をまず実施することで、経験の集積、

が高く評価された。また、2020年度の大臣賞

好事例を収集、マニュアルの作成などができ

は宮城県立農業高等学校が受賞している。同

ている。

高は、海で見つけたマイクロプラスチックに

これまでの代表的なモデルプロジェクトを

注目し、その発生源が肥料の入ったプラスチ

一つ挙げるとすれば、消費者教育教材「社会

ックの粒であることを突き止め、その解決の

への扉」を活用した授業を全国で初めて、県

ためプラスチックを使用しない肥料を開発

内全高校で実施したことといえよう。徳島県

し、それを用いた環境に配慮したお米を作り、

の全高校で実施できたことが、国会での成年

それが地元レストランで評価され採用される

年齢引き下げの議論にも影響を及ぼしたとさ

という、高校生とは思えないような取組を実

れ、全国の全高校でも実施を目指すという、

施したことが評価された。

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

４. 新
 未来創造戦略本部：地方と国との新た
な連携

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

消費者庁新未来創造戦略本部は、2017年7

ろ、知識については二年後の正答率は授業直

月に徳島に試行的に設置された消費者行政新

後よりは低下したが、授業前と比較するとほ

未来創造オフィスが大きな成果を上げ、消費

ぼ全ての問で正答率が高まるなど、全体的に

者行政の進化に寄与したことから、2020年７

知識の定着が見られた。一方、意識について

月に恒常的な拠点として設置された。全国展

は、知識ほど大きな変化が見られなかった6。

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

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

実施している。
戦略本部は、モデルプロジェクトのフィー

るところ、コロナに関係する調査分析の一つ

ルドを必ずしも徳島県に限ってはいないが、

として、日本各地の消費生活センター等で受

徳島県としては地方創生の一環として消費者

け付けた相談情報を蓄積したデータベース

庁を誘致した経緯から、県や県民の多大な協

（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
7

た。
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

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）

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。
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コロナ禍・デジタル化における消費者行動・意識の変化とＳＤＧｓの実現

集

DIO 2022, 6

デジタル化に対応した
消費者教育のあり方

寄稿

特

特集 3

−教材による具体案
坂本

有芳

（鳴門教育大学大学院学校教育研究科教授

１. 消費者庁による取り組み

消費者庁新未来創造戦略本部客員主任研究官）

消費者のデジタル化への対応方策として提

新型コロナウイルス感染症の拡大や新しい

言されたのは、デジタル社会に対応した消費

生活様式への移行に伴い、消費生活の様々な

者教育をライフステージに応じ体系的に進め

場面でデジタル化が加速し、変化への対応が

る重要性である。消費者教育を進める上での

急務となっている。消費者庁では2020年７月

ポイントとして示されたのは、表１のとおり

に「消費者のデジタル化への対応に関する検

である。

討会 報告書」を取りまとめ、デジタル社会

さらに、2021年５月には第４期消費者教育

特有のぜい弱性に全ての消費者が向き合う必

推進会議「社会のデジタル化に対応した消費

要性を指摘した。デジタル時代における消費

者教育に関する分科会 取りまとめ」の第４

者のぜい弱性として、主に1）デジタル技術

章で、
「デジタル化に対応した消費者教育」

の適切でない利用による不適切な広告表示や

が整理された。デジタル化に対応して必要と

心理的誘発などを受ける機会の増加、2）消

考えられる知識・能力の基本的整理（第３章）

費者側のデジタルリテラシーの不足、3）不

を踏まえ、デジタル化に対応した消費者教育

適切な情報に接する機会の増加、匿名取引の

として重点化すべき主な内容として、表２に

増加、フィルターバブルなどデジタル社会の

示す３点が指摘された。

特有性の影響、が挙げられている。

表１

並行して、消費者庁新未来創造戦略本部

デジタル化に対応した消費者教育を進める上でのポイント
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表２

デジタル化に対応した消費者教育で重点化すべき内容

では「消費者保護のための啓発用デジタル教

リスクの理解を目的とし、若年者を中心に増

材開発に向けた有識者会議」が組織され、

加しているデジタル関連のトラブル事例を取

2020年11月から2021年３月にかけて教材とし

り上げたパワーポイントスライドとなってい

ていかに具体化するかを議論するとともに、

る。この教材の特徴として、以下の点が挙げ

消費者保護のための啓発用デジタル教材の開

られる。

発を進め、開発した教材を活用した効果的な
啓発手法の構築のための実証事業を実施し

・状況がイメージしやすいよう、大きなイ
ラストを掲載
・対処方法や未然防止策を生徒自身が考え

た。
本稿では有識者会議座長として教材開発

られるよう、トラブル事例の紹介が中心

に携わった筆者が、本教材の概要を紹介する

・教育現場で自由にカスタマイズできるよ

ことで、デジタル化に対応した消費者教育の
あり方として一つの具体案を示したい。

う著作権を処理
消費者トラブル事例はウェブページに多数
掲載されているものの、文字情報が中心であ

２. 「デジタル消費生活へのスタートライン」

り、１ページに情報が詰まりすぎていて授業

消費者保護のための啓発用デジタル教材と

での投影には向いていないものが多い。動画

して、まず作成したものが「デジタル消費生

による事例紹介も有効であるが、通信の不具

活へのスタートライン」と名付けたトラブル

合が起きると時間のロスになるため授業中に

事例集である（図１）
。デジタルサービスの

使いにくい面もある。このような観点より、

図１「デジタル消費生活へのスタートライン」教材例

https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_003/contents_001/
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デジタルで提供する教材として、単純で分か

業で使ったみたところ、活用しやすさを実感

りやすいスライド形式の教材を用意した。ま

した。消費者庁等のウェブページで、同様の

た、多くの事例集では解決方法が分かりやす

形式によって最新のトラブルが常に公表され

く示されているが、
「主体的・対話的学び」

ることは、教員の支援につながるだろう。

が重視される現在、解決方法や注意点は教え
てしまうのではなく、生徒自身に考えさせる

３.「デジタル社会の消費生活」


ことが重要である。デジタル社会で求められ

デジタル化に対応した消費者教育教材とし

る批判的思考力や判断力の育成にも、トラブ

て、検討会・会議で指摘された1）デジタル

ル事例と解説とが分かれて掲載されている教

サービスの仕組みやリスクの理解、2）批判

材が有用だろう。

的思考力に基づく的確な判断、3）デジタル

「デジタル消費生活へのスタートライン」

技術を活用した情報の収集・発信、の重点化

を公表して１年ほど経過したところである

を図った教材を令和３年度に作成した。作成

が、評価は概ね好評である。また筆者自身も

した高校生向け教材と成年向け教材の概要を

大学のオンライン授業や高等学校への出前授

表にまとめるとともに、それぞれの特徴を以

表３ 「デジタル社会の消費生活」高校生向け教材の概要

https://www.caa.go.jp/policies/future/project/project_003/demonstration/materials/
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下に述べたい。

選択や判断を求める等の主体的な学習活動が

（1）高校生向け教材の特徴
表３は高校生向け教材の概要を示したもの

各時間に設けられている。
（2）成年向け教材の特徴

である。
「教科の内容に応じた、教員の支援

「学校から離れた社会人や高齢者に対する

となる補助教材の提供等が重要」という提言

デジタル社会に対応した消費者教育も不可

をふまえ、高校生向け教材は家庭科の授業を

欠」との提言に基づき、教材は成年向けのも

想定したモデルプランを用意した。学校教育

のも開発された。概要は表４のとおりである。

での実践を広げるには、教科教育に組み込む

若年者層、中高年層向けと分けた２種類のe

ことが近道である。消費者教育は教科横断的

ラーニングアプリとともに、個別のテーマ毎

な内容ではあるものの、生活での実践を旨と

に動画が作成された。

しているため、まずは家庭科で実施するのが
適していよう。

成年向け消費者教育の課題は、教育の場を
設けるのが難しいという点にある。特に、地

2022年４月より全面実施となった新学習指

域でのイベントに参加することが少ない若年

導要領では、消費者教育の充実が図られてい

者層には、消費者教育を届けることがなかな

る。高等学校家庭科では18歳成年への対応と

かできない。そこで、開発教材の試用により

して契約についての学習の重みが増すととも

効果を実証するにあたっては、有識者会議委

に、投資も含む資産形成の学習が盛り込まれ

員に縁のある企業４社に社内研修の一環とし

たことで大きな注目を集めている。資産形成

て実施していただいた。

に関する説明スライドなど、家庭科の消費生

若年者層に消費者教育を届けるために社内

活分野で必要な内容は本教材に全て盛り込ま

研修としてe-ラーニングを活用するという方

れた。デジタルサービスの仕組みやリスクの

式には、大きな可能性がうかがわれた。第一

理解を図ることを教材の主目的としながら

に、場所や時間を柔軟に使って受講できる点

も、デジタルに特化しない学習内容も含めて

である。社内で都合のよい時間に受講できた

全てを限られた時間で修められるプランとな

り、通勤時にスマートフォンで受講できたり

っている。高等学校家庭科の授業で活用しや

することが、限られた期間ながらも多くの受

すい形にまとめてあることが、教員の支援と

講者を得ることに寄与したようだ。第二に職

なるだろう。

域の活用である。職域の活用は新型コロナワ

教材全体では、消費生活に関する基本的な

クチンの迅速な接種で大いに効果を発揮して

「知識」を増やすとともに、様々な情報を比

いたように、効率よい情報発信や教材提供に

較する「思考力」を養い、自身の生活に有用

有用である。

なものを自分で決める「判断力」を身に付け

受講者アンケートでは「知っているようで

ることが目標となっている。デジタル化する

定かではない内容や身近な問題をわかりやす

消費生活において18歳から成人として責任あ

く解説しており勉強になった。
」
「どの教材も

る意思決定ができるよう、資料を調べた上で

コンパクトでわかりやすいので、電車の中で

表４ 「デジタル社会の消費生活」成年向け教材の概要
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も学習可能でありがたい」などの感想が寄せ

用も経てブラッシュアップを図っているもの

られ、教材の有用性を評価する回答が多くみ

の、引き続きこれらの検証を続けることが重

られた。これまで弱者の範囲に入らなかった

要である。利用者からのフィードバックを基

成年に対しても消費者教育が必要であること

に教材の追加や改編に努め、新たな課題に応

がうかがえる。デジタル教材を契機として、

じたコンテンツを充実することが随時求めら

成年に対する消費者教育の充実を図ることが

れよう。多くの人の消費生活に役立つよう、

重要である。

様々な場所での教材活用を促すとともに、デ
ジタルの強みを生かして教材を適時に改良し

４. 今
 後の課題

てゆくことが今後の課題である。

今後の課題は、開発した教材、
「デジタル
消費生活へのスタートライン」
、
「デジタル社
会の消費生活」の活用を促すことである。今

消費者庁（2020）
「消費者のデジタル化への対応に関する

回、開発された教材は全てデジタル教材であ

検 討会 報 告 書」https://www.caa.go.jp/policies/policy/

り、インターネットで公開されているため、

consumer_ policy/meet ing _ mater ia ls/review_

場所を問わずに誰でも学べるようになってい
る。とはいえ、まずは高等学校で活用される
よう、教育関係者へ働きかけることが肝要だ
ろう。
教員を支援するためには、教材は生徒自身
が興味を持って取り組める内容であることが
最も重要であり、また授業中にスムーズに使
えることも求められる。
「デジタル社会の消
費生活」は開発段階で高等学校授業での試
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（引用文献）
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meeting_003/assets/review_meeting_003_200731_
0001.pdf（2022/4/27閲覧）
消費者庁
（2021）
「第４期消費者教育推進会議 取りまとめ」
https://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/meeting_
materials_4/assets/meeting_materials_4_210928_0001.
pdf（2022/4/27閲覧）
消費者庁（2022）
「消費者保護のための啓発用デジタル
教材を活用した調査実証事業＜実証・調査事業報告
書＞」
https://www.caa.go.jp/policies/future/project/
project_0 03/demonstration/assets/future_caa _
cms201_220330_03.pdf（2022/4/27閲覧）

コロナ禍・デジタル化における消費者行動・意識の変化とＳＤＧｓの実現

集

アフターコロナに向けた
消費者志向経営の進化
坂倉

寄稿

特

特集 4

忠夫

（公益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）専務理事）

１. 消
 費者志向経営の機運の高まり

企業は消費者のニーズや意見を取り入れた

近年、消費者庁を中心に消費者志向経営

商品・サービスの開発を行うマーケットイン

の機運が高まりつつある。消費者庁では、

の時代となり、お客様満足という概念が広ま

2015年からの第３期「消費者基本計画」に

った。

おいて事業者が取り組むべき課題として「消

近年では、日本のほとんどの企業は、多

費者志向経営の推進」
が掲げられた。さらに、

かれ少なかれ消費者志向の活動をしている。

2015年から2016年にかけて開催され、筆者も

しかし、中心となっているのはお客様の声を

メンバーとして参加した「消費者志向経営の

商品やサービスに活かす、あるいはCS2の向

推進に関する検討会」での検討に基づき、

上といった活動であり、ほとんどが、マーケ

1

2016年より「消費者志向経営推進組織 」を

ティング部門やお客様対応部門など一部の部

立ち上げ、消費者志向自主宣言・フォローア

門にとどまるものが主流であった。

ップ活動を開始、2018年より「消費者志向経
営優良事例表彰制度」を創設した。

これを、経営レベルまで引き上げるのが消
費者志向経営である。経営トップのコミット

昨年、消費者志向経営を「消費者と共創・

メントのもと、全社員がベクトルを合わせて

協働して社会価値を向上させる経営」と再

消費者視点を全ての活動のベースにするも

定義し、事業者が行うべき活動として、
「み

のであり、お客様だけでなく全ての消費者、

んなの声を聴き、かついかすこと」
「未来・

現在だけでなく未来の消費者も見据えつつ、

次世代のために取り組むこと」
「法令の遵守/

持続可能な社会に貢献する経営である。そ

コーポレートガバナンスの強化をすること」

の一番の基盤は、消費者と事業者の双方向

の３つに整理した。現在、
「消費者志向経営

のコミュニケーションによる信頼関係の構築

に関する有識者会議」において、消費者志

である。

向経営の今後の進化・発展について議論が
重ねられているところである。

最近では、SDGsやエシカル消費の浸透、
社会的課題の深刻化などにともない、消費者
志向経営の活動の中でも、目標12「つくる責

２. 消費者志向経営の変遷

任つかう責任」を始めとしたSDGsの視点の

今日までの消費者志向経営の変遷を見て

みならず、ESG3の視点も加え、持続可能な

みよう。戦後の高度成長期は、大量生産・

社会に向けて貢献する活動や、地域及び社

大量消費が続くプロダクトアウトの時代であ

会の課題解決に寄与し、社会的価値を創出

り、企業では良い商品を安く消費者に提供

する活動に対して注目が集まるようになって

することが最大の消費者志向の活動であっ

きた。

た。その後、オイルショックを経て、市場の
成熟化、消費者の嗜好の多様化が進む中、
― 19 ―

今後、消費者志向経営は、社会環境や消
費者の変化、新型コロナウイルス感染症の影
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図１

消費者志向経営の進化

響などを受けてさらに進化していくと考えら

られた。また、目標14「海の豊かさを守ろう」

れる。その進化した姿を、ここでは「消費者

につながる取組として、2020年7月からプラ

志向経営2.0」と名付けることとする。
（図１

スチック製レジ袋が有料化されたものの、一

参照）

方で感染防止のためフェイスシールド、手袋、
食品テイクアウト容器、ネット通販用資材な

３. 新
 型コロナウイルス感染症の影響

どのプラスチック廃棄が増加するといった矛

新型コロナウイルス感染症により、消費者

盾した状況が生じている。さらに、世界的な

及び消費行動は大きく影響を受けた。ポイン

失業者と飢餓人口の増加により、目標１「貧

トをまとめると次の５点が挙げられる。

困をなくそう」
、目標２「飢餓をゼロ」の達

第１が、デリバリー、テイクアウト、家飲

成に遅延が起こっている。このように、今般

みやオンライン飲み会、家庭内フィットネス、

の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は

映像・音楽配信など、
「ステイホーム消費、

SDGｓや持続可能な消費について考え直す、

巣ごもり需要の増大」
。第２が、ネット通販、

若しくは再認識するきっかけになっているこ

キャッシュレス決済、セルフレジ、SNSやア

とから、今後の消費者志向経営にも大きく影

プリなど、
「コミュニケーションや商取引に

響を与えていくことになると思われる。

おけるデジタル化の加速度的かつ不可逆的な
進展」
。 第 ３ が、 在 宅 勤 務、 テ レ ワ ー ク、
WEB会議、ワーケーション、オンライン授
業など、
「働き方や学び方の多様化」
。第４が、

～アフターコロナに向けた進化
今後、消費者志向経営が消費者志向経営

清潔・衛生に役立つ日用品・家電、非接触・

2.0へと進化していく具体的な方向性を、以

非対面サービス、公共の場での衛生意識など、

下に３点述べる。

「安全・安心への関心の高まり」
。第５が、環
境問題、エシカル消費、応援消費など、
「社

DIO 2022, 6

４. 消
 費者志向経営の今後の展望

（1）消費者と事業者のコミュニケーションの
進化

会的課題への意識・関心の高まり」である。

消費者と事業者の双方向のコミュニケーシ

特に、新型コロナウイルス感染症はSDGs

ョンによる信頼関係の構築は、消費者志向経

の重要性を再認識させた。SDGs目標3「すべ

営の一番の基盤である。企業のお客様対応部

ての人に健康と福祉を」では、感染症への対

門では、長い間、電話やメールなどによるお

処、ワクチンの国家間の不平等配分が課題と

客様からのお申し出を受けてから対応する、

なっている。2020年のトイレットペーパーや

受動的コミュニケーションが主体であった。

マスク等の品不足などの緊急時における消費

もともと、企業に申し出る消費者はごく一部

者の購買行動をめぐる混乱は、目標12「つく

であるが、近年は若年層を中心に、企業への

る責任つかう責任」について改めて考えさせ

お申し出件数は減少傾向にある。デジタル化
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図２

表１

（出典：

消費者と事業者のコミュニケーションの進化

消費者の声の受付方法（複数回答、n=316）

ACAP研究所「企業における消費者対応体制に関する実態調査報告書2021」）

が進み、消費者がネットで情報を得るように

ャットボット4、有人チャット、LINEなどノ

なったこと、会話ではなく文字やテキストで

ンボイスチャネルを中心にチャネルの多様化

のコミュニケーションが増えていることか

が進んでいる。公益社団法人消費者関連専門

ら、この傾向は今後も続くであろう。

家会議5では、会員企業に対して2021年9 ～

商品やサービスに不具合や疑問があった場

10月に「企業における消費者対応体制に関す

合、消費者の行動には３つのタイプがある。

る実態調査」を実施した（回答316社）
。そこ

タイプA：企業に電話やメール等で申し出る

で、お客様の声の受付方法を聞いたところ、

「企業との接触型コミュニケーション層」
、タ

チャットボットを導入している企業が54社

イプB：企業に直接申し出ず企業ホームペー

（17.1 ％）
、 検 討 中 の 企 業 を 含 め る と86社

ジのQ&Aや、外部の検索サイト、QAサイト

（27.2％）となり、有人チャット導入も22社

などで解決を図る「企業との非接触型コミュ

（7.0％）であった。3年前の調査では、チャッ

ニケーション層」
、タイプC：何もせず黙って

トを導入している企業は8.3％に過ぎなかっ

去る「サイレントコンシューマー」の３タイ

た。新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、

プである。今後もタイプAが減少し、タイプ

大きく広まったチャネルと言える（表１参

Bが増加していくと思われる。
（図２参照）

照）
。今後は、ボイスボット6が次のトレンド

これに対し、企業はどう対応していくか。

になると言われている。

主に３つの方向性がある。まず第１は、コミ

第２が、自己解決手段の拡充である。ホー

ュニケーションチャネルの多様化である。チ

ムページのQ&Aの充実、動画の活用、チャ
― 21 ―
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ットボットなど、消費者が自分で解決を図れ

に繋がり、企業と消費者との間の社会的価値

るようセルフソリューションチャネルの強化

共創が実現できる。その際、取り組む社会的

を図っていく。

課題や生み出す価値など、消費者が共感でき

第３が、企業からの能動的なコミュニケー

るストーリーを持った商品・サービスの提供

ションである。外部のQ＆AサイトやSNSで

や活動を進めていくことが、消費者志向経営

消費者がお悩み事、お困り事などを書き込み

として求められている。４－
（1）
で述べたよう

した際に、企業が公式アカウントとして回答

に消費者と事業者のコミュニケーションを進

や解決策の提示を行うものである。従来の受

化させていくとともに、
「SDGsウオッシュ 7」

動的コミュニケーションからの大きな転換で

とならないよう、誠実な情報のディスクロー

あり、アクティブサポートと呼ばれている。

ズが必要なことはもちろんである。

以上のように、企業から消費者へのコミュ
ニケーションが受動的から能動的になり、消
費者とのタッチポイントが増え、コミュニケ

（3）ボーダーレス
今後、消費者志向経営を進めていく中で、

ーションが進化していくことで、申し出た消

ボーダーレス化が進み、これまであった様々

費者への対応にとどまらず、消費者と継続的

な壁がどんどん崩壊していく。

につながりや絆をつくっていく、
「対応から
並走へ」の時代になっていくと思われる。

まずは、企業間の壁である。社会的課題の
解決に向けて、企業1社だけでは解決が難し
い大きな課題も多くなっており、今まで想像

（2）消費者と事業者の共創の推進

できなかったような同業種や異業種の複数の

今日では、地球環境、貧困、高齢化、地域

企業、あるいは大企業とベンチャー企業やス

活性化などの問題が深刻化し、社会的課題

タートアップ企業が協力した研究開発やイノ

の解決を行政だけでなく企業にも期待される

ベーションが進む、さらにはオープンイノベ

時代に、そして社会課題に対して向き合う姿

ーションのようなスタイルが進むと思われ

勢で企業が評価される時代になっている。新

る。消費者庁が進める「消費者志向経営優良

型コロナウイルス感染症の影響もあり、企業

事例表彰制度」においても、令和3年度より1

の消費者志向経営における社会的課題の解

社単独の取組に限らず複数の事業者による協

決、社会的価値の創出に向けた活動は、今後

働取組の表彰を開始し、花王株式会社とライ

一層重要度が増していく。一方、消費者も社

オン株式会社が使用済詰め替えパックの回収

会的課題に関心を持ち、持続可能な社会に向

と再生を協働して行う「リサイクリエーショ

けた消費、エシカル消費を意識している人が

ン」の取組が表彰された。

増えてきている。消費者志向経営とエシカル
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もう1つは、企業内の部門間の壁である。

消費は車の両輪であり、行政も取組や支援を

デジタル化が進むことで、消費者と事業者と

強化してきていることから、2030年のSDGs

のコミュニケーションチャネルが今後さらに

の最終年に向けて、事業者と消費者の共創が

多様化していくとともに、企業と消費者との

今後さらに進み、消費者志向経営とエシカル

接点、いわゆるタッチポイントがますます増

消費の好循環が回っていくことが期待され

えていく。さらに、店頭と通販、オンライン

る。

とオフラインの境界がどんどん曖昧になって

そのためには、消費者自身がアンテナを広

融合が進み、シームレスになっていく。CX8

げ情報収集し、行動につなげることが必要だ

の考え方が広まるとともに、商品やサービス

が、消費者が持続可能な消費を行おうとして

だけでなく、消費者との全てのタッチポイン

も、十分な情報、共感性や納得性がないと企

トで期待を上回る体験・価値を提供し続ける

業や商品の選択ができない。日本の企業は控

ことを通じて、ロイヤリティを獲得しようと

えめなところもあり情報のディスクローズが

する戦略や取組が今後さらに拡大する。それ

少ないが、社会的価値を創出する活動を行う

に伴い、キャンペーン担当部門、企業SNSな

だけではなく、情報発信にも力を入れること

どによるファン作りをメインとしているネッ

が必要であり、それにより消費者の行動変容

トコミュニケーション部門、消費者からの申
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図３

消費者志向経営の進化のまとめ

し出の対応をしているお客様対応部門など、

ここでいう、
「六方よし」とは、
すなわち、
「消

企業内の消費者とのタッチポイントを持って

費者よし」
「事業者よし」
「社会よし」に加え、

いる各部門のお客様情報・データやシステム

「従業員よし」
「地球よし」
「未来よし」である。

の統合、さらには組織の連携・合体・統合な

「従業員よし」は従業員が働きがいを持ち成

ど、データと組織のボーダーレス化が進んで

長すること、
「地球よし」は地球環境によい

いくであろう。

活動を行うこと、
「未来よし」は次世代のため、

以上のようなエコシステムが構築されるこ
とにより、企業は消費者に対して、タッチポ
イントをつなぎ一貫したメッセージを発信す
ることが可能となり、消費者の多様化するニ

人類の未来のためによい活動、持続可能な社
会に向けた活動を行うことである。
今後、より多くの企業が消費者志向経営に
取り組んでいただくことを期待する。

ーズと期待に応えカスタマイズされた体験を
提供するというパーソナライゼーションを実
現することができる。その結果、消費者への
提供価値の向上、消費者との絆の強化と併せ
て、消費者志向経営が一層推進されていくこ
とが期待される。
以上述べた今後の消費者志向経営の進化
をまとめたものが図３である。
５．最後に ～消費者志向経営は
「六方よし」
江戸時代に活躍した近江商人の「三方よし」
は有名であるが、近年また見直されている。
消費者志向経営は、
「三方よし」の中の「世
間よし」を時間的・空間的に大幅に拡大した
ものであり、
「消費者志向経営2.0」は、
「三方
よし」をさらに「六方よし」に拡張した姿と

1 消
 費者志向経営推進組織：消費者庁を中心に事業者団体、
消費者団体、行政機関によって構成され、消費者志向経
営の取り組みの全国的な推進活動を展開している。
2 CS：Customer Satisfaction、顧客満足。
3 E
 SG：環境（Environment）
、社会（Social）
、ガバナンス
（Governance）の頭文字を合わせた言葉。この3つの観点
から企業を評価して投資するESG投資が注目されている。
4 チ
 ャットボット：チャットとロボットを組み合わせた言葉
で、人が入力するテキストに対して、AIなどを使用して
自動的に回答を行うプログラム。
5 公
 益社団法人消費者関連専門家会議（ACAP）
：企業や団
体の消費者関連部門に所属し、日々消費者の声に接して
いる責任者・担当者が業種を超えて集う公益社団法人。
1980年に設立され、企業の消費者志向経営に向けた支援
や、消費者・行政・企業のかけ橋としての活動を展開し
ている。会員企業約520社、会員約800人。
6 ボイスボット：AIを掲載した音声認識ソフトウェアを用い
て、消費者の音声によってシステムが操作され、電話の
応対を自動化するシステム。
7 SDGsウオッシュ：SDGsに本気で取り組むつもりはないに
もかかわらず、あたかも取り組んでいるように装ったり、
そう見えるようにしたりすること。
8 CX：Customer Experience、顧客体験。顧客が商品やサ
ービスの購入前から購入後に至るまで企業と接するあら
ゆる接点での体験や価値。

言えよう。
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報

告

外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社
会の形成に関する調査研究委員会報告（概要）

本報告書は、外国人労働者の適正な受入れと、

多言語化や多文化共生社会の基本法の制定を提言

地域における多文化共生社会の形成という、二つ

している。その上で、
「日本語教育の現状と課題」

の視点で構成されている。

では、やさしい日本語教室や外国人のための言

第１部「外国人労働者の受入れに関する課題」

語教育プログラムの実施。
「学校教育の現状と課

では、「外国人労働者をめぐる法政策上の課題」

題」では、外国人の子どもの「義務教育」や学校

が外国人労働者の受入れの現状と課題を法政策の

教科の日本語科の設置。
「外国人の医療に関する

観点から概観した上で、個別課題について提言を

現状と課題」では、医療機関における医療通訳ア

行っている。
「技能実習制度、特定技能の課題」

クセスの仕組みと通訳人材の育成。
「多文化共生

では、労働市場テストの導入や外国人雇用法の立

社会における留学生の役割」では、留学生の就職

法。「専門的・技術的分野の人材受入れと留学生」

などの促進などに向けた自治体や関係団体の協力

では、留学斡旋業者の適切化と日本語教育への支

体制。「人権保障と共生社会」では、差別禁止法

援。「技能実習生の離職と公的機関の対応」では、

の制定・人権条例の制定などについて提言してい

技能実習制度の転職などの緩和と公的保護の機

る。

能強化。「日本の労働市場と外国人労働者」では、
労働市場の質も考慮した受入れの検討、など提言

なお、各章毎に、執筆者から政策提言がされて
いる。
全文については、連合総研ホームページ

を行っている。
第２部「多文化共生社会の形成に関する現状と

（https://www.rengo-soken.or.jp/work/

課題」では、
「外国人受入れの歴史と多文化共生

「外国人労働者〜調査研究報告書」.pdf）に掲載。

社会の形成」が外国人受入れの歴史と多文化共生

（文責：連合総研事務局）

社会の形成に関する現状と課題を概観し、情報の

はじめに−統計からみる在日外国人

ベトナム、韓国、フィリピン、ブラジルの順に多く、こ
の５ヵ国で全体のほぼ半数を占める。また、在留資格

2020年末 現 在の在留外国人数は、2,887,116人で，

別内訳は、永住者、技能実習、特別永住者、技術・

総人口の約２％となっている。国籍別内訳は、中国、

人文知識・国際業務、留学の順に多く、この５つの資

表１

在留資格別外国人労働者の割合

出所：図５〜７「
『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和２年10月末現在）」
（厚生労働省、2021年１月）。
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格で全体の７割を超える。一方、2020年10月末現在
の外国人労働者数は1,724,328人である（表1）
。

した。
特定技能制度については、実態として単純労働者の
受入れ政策であり、移民の受入れ政策への大きな転

第１部
第１章

 国人労働者の受入れに関
外
する課題

外 国人労働者をめぐる法政策上の
課題

換であるとし、国内労働市場への影響も指摘している。
更に、労働法政策の側面からは、その不十分性を指
摘し、
「外国人雇用法」の立法や職業紹介事業に対す
る国による関与の必要性について指摘した。
提

言

１．技能実習制度を技能実習法に基づき適正に運
外国人労働者の受入れをめぐり、入管法政策の観

営し、よりいっそうの技能実習生の権利保護を図

点からみると、日系人については1989年の入管法改正

る。

により製造現場で働く人が増大したが、低賃金・不安

２．特定技能制度につき、受入れ企業等の規模別

定雇用や子供の就学が問題となった。また高度専門

の人数枠をすべての特定分野ごとに設定し、国内

職についても、たびたびの基準の引き下げにより、実

労働者の雇用を排除しない工夫を強化する。

態としては、国内労働者と競合しかねないレベルとなっ

３．特定技能制度につき、継続的なキャリア形成支

ている状況にあることを指摘した。また、労働法政策

援を行うため厚生労働省のジョブ・カード等を活

の観点からは、労働法による法的取り扱いについて、

用したうえで、特定技能外国人ごとの受入れ計画

「国籍を理由とする差別と労基法３条の適用の課題」
、
「不法就労者の労災事件をめぐる損害賠償額の認定」

を策定する制度改正を行う。
４．特定技能制度の特定技能雇用契約が入管法令

の判例について分析した。
提

の基準に適合し、かつ、それが遵守されている

言

かにつき、厚生労働大臣に関与させる。

１．外国人労働者の受入れ拡大にあたり、中間・
低技能者の受入れなど国内労働市場にとくに影
響を及ぼすものについては、国内労働者の失業

第３章

や労働条件の低下を招くことを防ぐため、諸外国
の経験や日本の状況を踏まえた労働市場テストを
設計・実施する。
２．外国人労働者の平等取扱いを具体化し労働条
件などの権利や地位の保護を図る外国人雇用法
を立法する。
３．外国人の労働に関わる事項につき、厚生労働
省が中心となって、エビデンスに基づいた一貫性
と実効性のある政策の立案と実施を図る。

 門的・技術的分野の人材受入れ
専
と留学生

2019年に外国人留学生は31万人に達したが、日本
語教育機関と専門学校で学ぶアジアの非漢字圏出身
者が大きく増加した。しかし、留学斡旋業者の中には、
アルバイトを前提に学習意欲が不十分な者を送り出す
者もおり、留学生の募集・選抜体制を整備する必要が
ある。また、非漢字圏出身者の多くは、アルバイトに
より留学費用を賄う不安定な生活を送っており、日本
語が十分に身につかず、希望の進学や就職ができない
者も多い。留学生は、日本の専門的・技術的分野の

第２章 技能実習制度、特定技能制度の課題

人材の重要なリソースであり、適切な人材が選抜され、
十分な教育を受け、就職できるように支援し、制度を

技能実習制度は、団体監理型受入れにおいて、し
ばしば労働法令違反などの不正行為の問題が指摘さ
れてきたことから、
2016年に
「技能実習法」が成立した。

整備することが必要である。
提

言

１．国は、留学斡旋業者の選別・訓練など、海外

しかし、第3号技能実習移行での転職の課題や、不当

における留学生の募集・選抜体制を整備する。

労働行為が顕在しており、監理団体の労働組合脱退

２．国は、留学生の日本語教育が適正に行われるよ

勧奨、受入れ企業の団交拒否の問題等について分析

う、日本語教育機関に対する支援と監督を強化
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するとともに、日本語教育機関在学中の学生に対

３．国は、外国人労働者を保護するための、十分

する支援を拡充する。

な予算と権限、人員と知識を有する公的機関を設

３．国や自治体は、優秀で意欲の高い留学生に対

置する。

しては、そのような留学生を将来受け入れたいと
考える企業等からの奨学金を、公的チャネルを通
して支給する仕組みを検討する。

第４章 技
 能実習生の離職と公的機関の対応

第５章 日
 本の労働市場と外国人労働者
－外国人の賃金率、雇用企業の生産性
2019年度の「賃金構造基本統計調査」を再集計し、
日本の労働市場内での外国人労働者や雇用事業所の

技能実習制度は、失踪する技能実習生の数の多さ

位置を横断的に整理した。まず、各外国人グループの

が問題視され、その数を減少させる方策が議論される

賃金率の高低や分布の重なりの程度を産業別・技能レ

ことが多い。失踪に追い込まれる背景には、来日費用

ベル別に確認した（表2）。これらを分析した結果、日

を捻出するために負った莫大な借金や、転職・転籍を

本の外国人労働市場は、高技能外国人と非高技能外

原則として許さない外国人技能実習制度の建てつけ、

国人の間に分断があることを示している。また、その

そして、技能実習生がそのようなくびきを負っているこ

労働市場は固定的であり、例えば、技能実習生は制

とに乗じた実習実施機関（受入れ企業など）における

度によって労働市場の競争から隔離され、彼らの賃金

違法行為やハラスメント行為が要因として存在する。

に裁定メカニズムが働かないことで説明できる。技能

また、技能実習生が失踪に追い込まれる前に介入し、
支援・救済する役割を担うべき各関係公的機関につい
ても、縦割り行政の弊害、マンパワーや予算の問題に
より、具体的な現状に対する理解ないし想像力の不足
が問題であることを指摘した。
提

実習生と正社員のキャリアラダーに連続性はなく、経
年的なキャッチアップも困難と思われる。
提

言

１．国は、すべての外国人労働者が高技能人材に
成長するという希望的観測を前提とせず、高技能
外国人と非高技能外国人の労働市場の分断を認

言

１．国は、外国人技能実習生の転籍・転職にかか
る制限を緩和する。

識した上で政策を立案する。
２．非高技能外国人を雇用する事業所では、外国

２．国は、外国人労働者の送り出しから受入れに至

人と日本人の賃金がともに低い。国は、人手不足

る過程、および受入れ後の外国人労働者の保護

の解消という観点からだけではなく、日本人労働

を、行政主体のものに変更する。

者の処遇との関係や目指すべき労働市場の質も

表２

雇用形態・技能別賃金率（産業別）

（賃金率注）

注：賃金率は、
所定内給与額と超過労働給与額の合計に特別給与額の 1/12 を足し、
所定内実労働時間数と超過実
労働時間数の合計で割った値として定義する。
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考慮して、外国人労働者の受入れ方針を検討する。

検討した。まず、国については、情報提供や相談の多
言語対応と日本語教育、やさしい日本語の普及、通訳

第６章 諸
 外国における外国人労働者受入
れ制度

体制の整備、住居の確保、外国人に対するヘイトスピ

外国人労働者（特に低～中熟練）に関わり、諸外国

進みつつあるが、相談員が非正規雇用のため、スキル

における①外国人労働者受入れ調整のため制度、②

やノウハウの継承に課題がある。また、地方自治体内

長期の在留を見据えた外国人労働者の能力開発・技

部の関係部署、社会福祉協議会などの福祉関係機関、

能形成の２点の観点から検討した。その結果、①低

ハローワーク等や企業との連携の重要性が高くなって

熟練の外国人労働者の受入れを行う前に、事業所別

いる。住まいについては、外国人住民の住居が特定

の労働市場テストを行うことや、受入れ人数・規模を

の地域に集中していないか、住民間の交流は図られて

設定し、受入れを調整する事例があることがわかった。

いるか、検証する必要があることなどを指摘した。他

②については、人口減少による人手不足に直面する先

に、政策づくりへの外国人の参加、外国人の定住化

進諸国では、その対処方法として中熟練程度へ能力

が進む中、高齢化に向けた対応も課題である。

ーチの解消などが必要である。
地方自治体については、外国人相談窓口の充実は

開発・技能形成が進んだ外国人労働者の受入れ・定

なお、財源の問題について、相談体制の充実や学

着促進のための制度設計を近年進めていることが明ら

校教育における通訳や支援員の人件費などは、国から

かとなっている。

の補助では足りず、自治体の独自財源で対応している。

提

今後、全国に外国人住民が増えていく中、国によるさ

言

１．国は、外国人技能実習制度・特定技能制度に
ついて、国内労働市場を守りながら外国人労働者
を受け入れる各種制度（労働市場テスト、年度別
業種別受入れ規模設定、総量規制、雇用負担金
等）の導入の可能性について検討を行う。
２．国は、日本人と外国人間で所得、労働時間、
雇用率・失業率、雇用形態等の雇用指標が比較
可能な統計基盤を整備し、毎年公表する。また、
特定技能の分野追加や上限人数設定の根拠とな

らなる財政支援の仕組みが必要となる。
提

言

１．国は、国と自治体における情報の多言語化の推
進に関するガイドラインを策定する。
２．国は、出入国在留管理庁の在留支援課を拡充
するとともに、同庁と総務省及び自治体国際化協
会の連携を図り、自治体支援を強化する。
３．国は、多文化共生社会の形成を推進する基本
法を制定する。

る労働需給に関する統計基盤を整備する。
３．国は、特定技能２号への移行ルートとして、
「ポ
イント制ルート」を導入する。能力の高い人材に

第２章 多
 文化共生社会における日本語教
育の現状と課題

は特定技能１号在留上限の５年を待たず特定技能
２号への移行を認め、家族呼び寄せ等も可能と

就労に関する日本語研修は多いとは言えない中にあ

し、より安定して日本での就労・生活ができるよ

っては、国・地方自治体・事業主が様々な職種の外国

うにする。

人労働者を対象とした日本語の研修の開発・実施を進
めていくことは重要な課題である。その際、職種によ

第２部

 文化共生社会の形成に関
多
する現状と課題

るコミュニケーションの違いなどにも配慮していくこと
も必要である。また、国・地方自治体・事業者が日本
人社員への「やさしい日本語」の研修を進めていくこ

外 国人受入れの歴史と多文化共生
社会の形成

とも重要となっている。さらに、日本語教師養成にお

1950年代からの外国人受入れの歴史について概観

による定住外国人のための言語教育プログラムの実施

したのち、国と地方自治体の取り組みの課題について

に向け、すでにドイツやフランス、韓国等で国が移民

第１章
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に対して行っている言語教育プログラムは、日本でも

第４章

参考になる可能性がある。
提

外国人の医療に関する現状と課題
－医療通訳を中心として

言

１．国・地方自治体・事業主は、外国人労働者の日

言葉などによる外国人労働者の医療アクセスの壁を

本語研修や、日本人社員の「やさしい日本語」の

低くするのが、医療通訳であるが、ごく一部の地域な

研修を進める。

どの取り組みに限定されている。このことから、①医

２．国は、多文化共生社会における日本語教師の

療上の言語コミュニケーションは医療を提供する側の

役割を踏まえ、日本語教師の養成内容において、

責任であること、②医療通訳は適切な医療を提供する

異文化間能力、異文化コミュニケーションの分野

観点から医療機関の権利も守るものであり、その体制

の内容をより充実させる。

整備が求められている。

３．国は、諸外国のように国の財政負担による定住
外国人のための言語教育プログラムの実施につい
て検討する。

提

言

１．国、地方自治体は、全ての在住外国人が当た
り前に医療を受けられるように、
「医療機関にお
ける外国人患者受け入れ環境整備事業」を大幅

第３章

 文化共生に向けた外国人の子ど
多
もの教育の現状と課題

拡充し、どこの医療機関でも医療通訳にアクセス
できる仕組みづくりを進める。
２．国（厚生労働省）は、外国人患者が無料で利

文科省の外国人の子どもの実態調査結果によると、

用できる希少言語医療通訳センターを設置し、電

不就学の可能性のある子どもは約２万２千人と推定さ

話などの手段を使って全国津々浦々で対応できる

れた。また、高校段階での外国籍の生徒の増加がみ

ようにする。

られるが、中退率が高く、大学等への進学率や就職

３．国（厚生労働省）は、
医療通訳利用者を対象に、

率も低い。これは、外国人には就学義務がないことか

対面通訳でなくては難しいもの、遠隔通訳でも対

ら、
「就学義務がないから積極的に学校では受け入れ

応できるもの、通訳翻訳アプリでも問題ないもの

ない」などの実態もみられる。一方で、地域の支援組

などを整理分類したガイドラインを策定する。

織や団体の役割も大きくなっている。
このことから、すべての外国人の子どもに対して「教
育義務」への転換が必要で、同時に、外国人学校、

４．地方自治体は、地域の医療通訳派遣システムを
拡充し、医療通訳システムを担う人材を育成する。
５．民間会社や団体は、提供する遠隔通訳サービ

インターナショナル・スクールへの就学の課題の解決

スの質の確保と通訳翻訳アプリの精度の向上につ

も必要である。また、学校の教科として「日本語科」

とめる。

の創設や、高校・高等教育の入試における特別な配慮、
就職に結びつくための支援が必要である。
提

言

第５章

１．国はすべての外国人の子どもが教育を受けられ
るようにするための「教育義務」という制度改革
について検討すること。

多文化共生社会における留学生の
役割

都道府県別の留学生の受入れと就職の状況を確認
した上で、自治体と大学が連携して留学生の誘致・定

２．国は学校教育の教科に「日本語科」の設置に

着を図る取組みを概観し、その中で最も早くから取組

ついて検討し、あわせて中学・高等学校の教職

みを行ってきた大分県の事例の分析を通じて、留学生

員免許状に「日本語科」を加えることを検討する

が地域の活性化やグローバル化に果たす役割と地域

こと。

における変化を考察した。

３．国、地方自治体は、すべての子どもを対象にし

留学生の受入れ・定着を通じた多文化共生を進める

たダイバーシティ教育が全ての学校で実践できる

ためには、地方自治体、大学・学校、企業等が協力し

ような教師研修と教材開発を進めること。

て、留学生が地域住民や企業等の関係者と交流する
機会を増やし、就職や起業を支援する体制を整える
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外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社会の形成に関する調査研究委員会報告
（概要）

必要がある。また、留学生など地方で就職・起業する

材育成について、国内外の先進事例を参照した。

外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を検

共生社会づくりには、外国人住民の社会参画が重

討するべきだと考えられる。留学生は日本語や日本文

要であり、審議会等への外国人住民の参加を促進し、

化を理解する者が多く、日本人と他の外国人の橋渡し

地方公共団体の施策に外国人住民の意見を広く反映さ

役としての役割も期待することができる。

せる仕組みを構築する必要がある。具体的には、外国

提

人住民の地域社会（自治会、商店街、ＰＴＡ等）への

言

１．地方自治体は、留学生の地域理解や就職・起

参画促進である。なお、外国人住民の中には、様々

業を促進するため、コンソーシアムの形成など、

な形で地域社会の構成員として活躍し、地元社会に

自治体、大学・学校、企業等が相互に協力する

貢献している人々もおり、そのような活動を評価し、

体制を整備する。

周知することにより、地域社会の理解を深めることが

２．国は、
留学生など外国人材の地方における就職・

できる。

起業を促進するため、自治体による保証がある

加えて、外国人住民の地方公務員への任用など、各

場合には、技術・人文知識・国際業務、経営・

自治体の多文化共生推進プランにおいて、公務員や審

管理などの在留資格の申請、永住許可の申請にお

議会委員における外国人（および外国生まれの）住民

いて、審査要件の緩和などの出入国在留管理上

の割合のデータなども載せながら参画状況を把握する

の優遇措置を講じる。

視点が望まれる。多様性を地域社会の豊かさにつな
げる多文化共生政策の推進が求められている。

第６章 人
 権保障と共生社会づくり

提

言

１．国は、差別禁止法ないし人権委員会設置法を
制定する。

多文化共生に関する人権指標のバロメーターとして、
国の移民統合政策指数と自治体のインターカルチュラ

２．自治体は、差別禁止条例ないし人権条例を制
定する。

ル・シティ指数を検討した。そのうえで、共生社会づ
くりに必要な意識啓発と交流の促進、差別解消、人

３．国と自治体は、外国人住民の社会参画の割合
を示すデータを収集する。

外国人労働者の受入れのあり方と多文化共生社会の形成に関する調査研究委員会体制
（役職名は 2022 年 1 月時点、
［ ］内は執筆分担）
主

査：山脇

啓造

委

員：近藤

敦

徳井

厚子

明治大学国際日本学部教授 ［はじめに、第Ⅱ部第１章、おわりに］
名城大学法学部教授 ［第Ⅱ部第６章］
信州大学教育学部教授 ［第Ⅱ部第２章］

早川智津子

佐賀大学経済学部教授 ［第Ⅰ部第１、２章］

斎藤

神戸大学大学院国際協力研究科准教授 ［第Ⅰ部第４章］

善久

佐藤由利子

東京工業大学環境・社会理工学院准教授 ［第Ⅰ部第３章、第Ⅱ部５章］

橋本

由紀

独立行政法人経済産業研究所研究員 ［第Ⅰ部第５章］

執筆協力者：佐藤

郡衛

明治大学特任教授 ［第Ⅱ部第３章］

加藤

真

岩本

弥生

連合委員：小熊

栄

鈴鹿

麻菜

生活福祉局部長（2018年10月～ 2021年９月）

松田

陽作

社会政策局次長（2019年10月～ 2020年９月）

浅井

邦茂

経済・社会政策局次長（2020年10月～ 2021年９月）

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング研究員 ［第Ⅰ部第６章］
特定非営利活動法人ＭＩＣかながわ理事 ［第Ⅱ部第４章］
総合総務財政局長（2018年10月～ 2019年９月）
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物価上昇の認識が大幅に増加、
暮らし向きの認識も悪化

第43回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査結果の概要（首都圏・関西圏版）

本稿では、
4 月初旬に実施した「第 43 回勤労者短観（勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート調査）
」の首都圏・
関西圏版の分析結果概要を報告します。今回の調査内容は、
「勤労者の景況感や物価、仕事に関する意識」の定点調
査のほか、
「最近の家計の経済状況」
、
「中期の見通しに関する意識」の準定点調査を行いました。併せて、準々定点
調査として「職業能力開発・教育訓練に関する実態と意識」
、トピックス調査として「新型コロナウイルス感染症によ
る影響」などを行いました。
本稿は、
「首都圏・関西圏版分析結果」の調査報告内容を、紙幅の関係から一部のみの紹介としています。詳しく
は連合総研ホームページ（http://www.rengo-soken.or.jp）または、報告書をご覧ください。

調査実施要項
1．調査対象：
首都圏
（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）
ならびに関西圏
（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和
歌山県）
に居住する20～64歳の民間企業に雇用されているものを対象に、
「平成29年就業構造基本調査」
に基づい
て、居住地域・性・年代・雇用形態で層化した割り付け基準を作成。2,000名の回答を得られるよう、株式会社イ
ンテージリサーチのアンケートモニター登録者へ調査票を無作為に配信した。
2．調査期間：
2022年４月１日（金） ～４月５日（火）
3．調査方法：
ＷＥＢ画面上での個別記入方式（㈱インテージリサーチ社に調査作業を委託）
4．調査項目：
（1）定点観測調査
・景気、物価、賃金、失業、仕事、生活等に関する状況認識
（2）準定点観測調査（隔回実施）
・家計の状況と消費行動・貯蓄行動（４月定点調査）
・３年後の経済状況、５年後の自身の賃金見通し（４月定点調査）
（3）準々定点観測調査
・職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態
（4）トピック調査
・新型コロナウイルスの影響
・2021年衆議院選挙における投票行動と支持政党
5．回答者の構成：
①首都圏・関西圏版の分析範囲
（首都圏・関西圏を居住地とする2,000人）

上段
（ ）
内：回答者数 下段：回答割合
（％）
※四捨五入により行の合計が100.0％にならないことがあります。
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

調査結果の
ポイント

１. 勤労者の生活と仕事に関する意識
◆1年前と比べた景気認識は、依然として低い水準。1年後の景気見通しは、前回調査より
も悪化認識が強まる
◆物価は上昇し、今後も上昇が続くとの認識が大幅に増加
◆現在の暮らし向き、1年後の暮らし向きの認識は悪化

２. 最
 近の家計の経済状況
◆依然として2 割強の世帯が＜赤字＞
◆世帯収入D.I.値はマイナス圏内ながら上昇、1年後見通しもさらに上昇
◆新型コロナの影響があった非正社員の世帯収支は＜ 赤字＞ が約45％
３. 中期見通しに関する意識
◆3年後の景気、雇用情勢は＜悪くなる＞ が5割弱に増加
◆自身の5年後の賃金が＜高くなる＞とする人は若干の減少
◆新型コロナの影響があった正社員の3割強は、3年後の賃金収入が＜ 減る＞ と回答
４．職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態
◆会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない人は3割超
◆会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが活用したことはない人が2割超
５．仕事の能力や知識の向上についての実態と意識
◆現在の仕事に関する知識等を深める必要性を約6割が認識
◆現在の仕事に関する知識等を深める必要性を強く感じる場合でも、5割超がスキルアップの計画を立ててい
ない
６．新型コロナウイルスの影響
◆新型コロナの重症者数は減少傾向にあるものの、テレワークを実施した正社員は約4割で推移

調査結果の概要（一部抜粋）
Ⅰ

勤労者の生活と仕事に関する意識

◆景気、物価に対する意識

１年前と比べた景気認識は、依然として低い水準。１年後の景気見通しは、前回調査
よりも悪化認識が強まる。
（QR２、QR３）
・１年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス39.3と、依然として低い水準にとどまっている。
・１年後の景気見通しD.I.値はマイナス27.3と、前回調査（マイナス4.6）から大幅に低下しており、悪化すると
の認識が強まっている。

図表１ 1 年前と比べた景気認識と 1 年後の景気見通し（D.I.）

（注）D.I.＝{ ｢かなり良くなった
（かなり良くなる）｣×1＋｢やや良くなった
（やや良くなる）｣×0.5＋｢変わらない｣×
0＋ ｢やや悪くなった（やや悪くなる）｣ ×（-0.5）＋ ｢かなり悪くなった（かなり悪くなる）｣ ×（-1）}÷回答
数（｢わからない｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100
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物価の上昇認識が大幅増加。今後も物価上昇が続くとの認識も前回調査から大幅増加
（QR15、QR16）
・１年前と比べた物価認識D.I.値はプラス52.2と、前回調査から大幅に上昇した。
・１年後の物価見通しD.I.値もプラス54.5と、前回調査（プラス38.1）から大幅に上昇しており、物価の上昇が続
くとの認識が強まっている。

図表２ 1 年前と比べた物価認識と 1 年後の物価見通し（D.I.）

（注１）D.I.＝{｢かなり上がった（かなり上がる）｣×1＋｢やや上がった（やや上がる）｣×0.5＋｢変わらない｣×0＋
｢やや下がった（やや下がる）｣×（-0.5）＋｢かなり下がった（かなり下がる）｣×（-1）}÷回答数（｢わからな
い｣「無回答（10年10月調査まで）」を除く）×100
（注２）第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20～64歳、第20回調査（10年10月）以前は20～59歳

Ⅱ

最近の家計の経済状況

◆家計の収支・貯蓄動向

依然として 2 割強の世帯が＜赤字＞（QT１）
・過去１年間の世帯収支を＜赤字＞とする割合は2割強（23.8%）

図表 3 過去１年間の世帯収支の状況

（注１）
（ ）内は、回答者数（Ｎ）
（注２）過去１年間の世帯収支が＜赤字＞＝「かなり赤字」＋「やや赤字」、＜黒字＞＝「かなり黒字」＋「やや黒
字」。
（注３）D.I.＝{「かなり黒字」×1＋「やや黒字」×0.5＋「収支トントン」×0＋「やや赤字」×（-0.5）＋「かなり赤
字」×（-1） }÷回答数（「わからない」を除く）×100
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

Ⅲ

中期見通しに関する意識

◆中期的な経済等の状況の見通し

３年後の景気、雇用情勢は＜悪くなる＞が 5 割弱に増加（QT６、QT７）
・3年後の景気について、＜悪くなる＞と回答した人は49.7％と前年調査（44.0％）から5.7％ポイント増加した。

図表 4 現在と比べた３年後の経済の状況（20 ～ 54 歳）

（注１）＜増える＞=｢かなり増える｣＋｢やや増える｣、＜減る＞=「かなり減る」＋「やや減る」、＜良くなる＞=｢か
なり良くなる｣＋「やや良くなる」、＜悪くなる＞=「かなり悪くなる｣＋「やや悪くなる」、＜上がる＞=｢かなり
上がる｣＋｢やや上がる｣、＜下がる＞=｢かなり下がる｣＋「やや下がる」
（注２）今回調査：Ｎ=1662 １年前：N=1662

Ⅳ

職業能力開発・教育訓練に関する意識と実態

◆職業能力開発・教育訓練の実態と課題

会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない人は 3 割超（QT10）
・今勤めている会社から「職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されていない（自分が利用可能なもの
がない）
」割合は、33.0％

図表 5 会社が提供する職業能力開発・教育訓練の機会や支援等の有無

（注１）N＝2000
（注２）表中の会社が提供する職業能力開発・教育訓練の機会や支援等の有無について「提供されている
（自分が利用可能なものがある）」は、
「提供されていない（自分が利用可能なものがない）」及び「わ
からない」と回答したもの以外の割合
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会社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが活用したことは
ない人が 2 割超（QT10、QT11）
・会 社から職業能力開発や教育訓練の機会・支援等を提供されているが、それらを活用したことはない人は
23.7％

図表 6 利用できる機会や支援の種類及び実際の活用状況（複数回答）

（注１）N＝839。QT10で「利用可能な機会や支援等がある」と回答した者について集計
（注２）
「会社から提供される職業能力開発や教育訓練の機会や支援等を活用したことはない」、
「わからな
い・覚えていない」は、QT11（実際の活用状況の設問）のみの選択肢であり、排他の選択肢

Ⅴ

仕事の能力や知識の向上についての実態と意識

◆職業能力開発や自己啓発の必要性に対する認識

現在の仕事に関する知識等を深める必要性を約６割が認識（QT15）
・仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修について「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるた
めの研修」の必要性を58.3％が認識

図表 7 研修の必要性（就業形態別）

（注１）
（ ）内は回答者数（N）
（注２）＜感じる＞＝「強く感じる」＋「ある程度感じる」、＜感じない＞＝「あまり感じない」＋「感じない」
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第43回
『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート
（勤労者短観）
』
調査結果の概要
（首都圏・関西圏版）

◆キャリア形成のためのスキルアップ計画と実施状況

現在の仕事に関する知識等を深める必要性を強く感じる場合でも、5 割超がスキルアッ
プの計画を立てていない（QT16）
・
「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修」の必要性を強く感じている場合においても、キャ
リア形成のためのスキルアップの＜計画を立てていない＞は5割超で、そのうち2割超が「キャリア形成やス
キルアップについて特段考えていない」

図表 8 「キャリア形成のためのスキルアップ計画と実施」の状況
（
「現在の仕事に関する専門知識・技術を深めるための研修」の必要性別）

（注１）
（ ）内は回答者数（N）
（注２）＜計画を立てていない＞＝「キャリア形成やスキルアップを考えてはいるが具体的な計画は立てていな
い」＋「キャリア形成やスキルアップについて特段考えていない」

Ⅵ

新型コロナウイルスの影響

◆在宅勤務・テレワークの実態

新型コロナの重症者数は減少傾向にあるものの、在宅勤務・テレワークを実施した正社
員は約４割で推移（QT21）
・正社員では在宅勤務・テレワークを＜実施した＞との割合が41.4%

図表 9 在宅勤務・テレワーク実施割合の推移

（注1）＜実施した＞＝在宅勤務・テレワークを１日以上行ったことがあるとした回答の合計
（注2）新型コロナ重症者については、厚生労働省「データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報－」重
症者数の推移（情報更新日：2022年04月25日）オープンデータを用い、首都圏（埼玉県･千葉県･東京
都･神奈川県）および関西圏（滋賀県･京都府･大阪府･兵庫県･奈良県･和歌山県）の月末日の人数を合計
している。https://covid19.mhlw.go.jp/
（注3）緊急事態宣言期間 第一回：2020/4/7～5/25、第二回：2021/1/8～3/21、第三回：2021/4/25～6/20、
第四回：2021/7/12～9/30
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連合総研

副所長

平川

則男

出産に伴う医療費の負担軽減に向けて
医療保険の出産育児一時金の引き上げに対する考察
子どもを産み・育てやすい環境づくりの一つとして、出

標準化に向けて、ガイドラインを策定しているものの、実

産に関わる費用負担の軽減が議論となっている。この出産

際には、医療機関の出産費用の内訳が不透明であること、

に関わる費用負担については、医療保険制度の出産育児一

医療機関と妊婦の間の出産に関する医療情報の非対称性が

時金(42万円)で対応されている。健康保険法においては、

顕著であること、そして、医療行為や医療機関に対する牽

「労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若
しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い」
と定義され、

制機能が不十分となっているなどの問題があり、出産にか
かる医療行為が、ブラックボックスとなっている。

出産も一般の疾病などと同様に、保険事故の一つとされて
いる。

これらの問題の解消に向けては、出産育児一時金を現物
給付とし、診療報酬と同様、公定価格の仕組みを構築する

しかし、実際はこの42万円で収まらず、利用者が上乗

ことを検討してはどうか。この現物給付・公定価格化のメ

せの負担をしている現状にある。このことから、政府にお

リットの第一は、医療機関の出産費用をある程度透明化で

いては、一時金の引き上げの検討がされているものの、単

き、不透明な引き上げや不要な上乗せサービスを防止でき

なる引き上げでは、これまでの経緯からして、医療機関の

ることにある。第二に、
医師・医療機関と患者の間にある、

出産費用が更に引き上げられ、結果として妊婦の負担軽減

医療に関する情報の非対称性がある程度改善することにあ

につながらないという懸念がある。なぜなら、これまでも

る。療養の給付については、給付が現物化され、中央社会

一時金の引き上げを継続して行ってきたが、それに応じて

保険医療協議会(中医協)で診療報酬の価格が決定される。

医療機関の側が出産費用を引き上げる現象が繰り返されて

その価格の透明化についても、例えば、外科手術の単価に

きたからである。社会保障審議会医療保険部会でもこの問

対しては、外保連(一般社団法人外科系学会社会保険委員

題が議論されてきており、出産費用の増加について「どの

会連合)が、一定の学問的根拠に基づいて試案を公表し、

ような要因により増加しているのか明らかではない」と指

中医協で資料として使用されている4。第三に、妊娠出産

摘している1。

の社会的支援、つまり税金や社会保険料を投入する先が、

更に、市民団体である、
「子どもと家族のための緊急提

何の規制もない、自由価格の自由診療であることは大きな

言プロジェクト」が2022年4月に実施した、出産費用に

問題であり、公定価格化となれば、支払基金や厚生局から

関するWEB調査緊急アンケートでは、
「出産支援金の『出

の牽制機能が生まれるなどの効果がある5。

産育児一時金４２万円』以下で産めた人はわずか７％」
「半

ただし、利用者負担や差額ベッドなどの選定療養のあり

数以上が『入院予約金』を求められていた。エステ、特別

方、出産費用や地域格差などの分析、産科医療への影響な

な食事、新生児のお世話料などの加算も高負担の要因に」

どへの対応も求められる。今後の検討に期待したい。

という実態が明らかとなっている 。
2

このような状況となるのは、出産育児一時金が、保険事
故とされてはいるものの、
「出産に要する経済的負担を軽
減する」一時金とされ、療養の給付のような現物給付の仕
組みとはなっていないことにある。つまり、一般の疾病で
は、被保険者に対して、療養の給付という現物給付となっ

1 2020年12月2日 第136回社会保障審議会医療保険部会
2 https://familypolicy5s.jp/
3 実 際の仕組みは、医療機関への直接支払制度を利用するか、
保険者へ直接請求し、支給を受けるかは、被保険者の選択
4 ただし、これまでの歴史的経過からして、診療報酬の点数の

ているのに対し、出産育児一時金は、妊婦への現金給付と
いう位置づけであり 、出産に対する医療が、事実上、自
3

多くが、必ずしも根拠ある点数づけとはなっていない。
5 ただし、包括払いとするか、出来高払いとするかは、議論が
必要である。

由診療となっていることにある。
確かに、公益社団法人日本産科婦人科学会では、医療の
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最近の書棚から
『ジョブ型vsメンバーシップ型−日本の雇用を展望する』

ジョブ型雇用ブームに潜む
構造問題はどこにあるのか？

する。

が変容する過程で、自分はどのような

実際、本書を、雇用と人事・人材マ 立場から、何に着目して、ジョブ型雇
ネジメントの話に二分すると、第１章 用に向き合うのか、という視点をみつ
（清家）
、第２章（濱口）
、終章（八代） けるための本だ。
が雇用、
第３章（中村）
、
第４章（植村）
、

例えば、清家の「ジョブ型雇用拡大

第５章（山本）が人事・人材マネジメ による若年雇用への影響」
、
濱口の「ジ
ントとなる。

慶應義塾大学 HRM 産業研究所
HRM 研究会 編
清家篤・濱口桂一郎・中村天江・
植村隆生・山本紳也・八代充史 著
中央経済社
定価2,800円（税別）

「メ

ョブ型雇用と就職・採用の関係」、中

清家は経済学の人的資本理論をもと 村の「日本企業のタレントマネジメン
にジョブ型雇用に対する懸念を示し、 トの具体像」
、山本の「グローバルリ
濱口は法律の枠組みと判例をベース ーダーの育成」
、植村の「ハイブリッ
に、ここまで無視されてきたジョブ型 ド型人事制度の行方」など、6人６様
雇用と外部労働市場の関係を論じる。 の注目点に着目することもできるだろ
対して、中村は企業のタレントマネジ う。
メント改革として今般のジョブ型雇用

また、八代が残る論点として提示し

「日本の企業別労働組合
ンバーシップ型雇用からジョブ 転換をひもとき、山本は企業の人事制 たなかには、
型雇用へ」
。このような転換論 度改革における経路依存性と相互作用 は、仕事が変わらなければ賃金が上が

が喧伝されるようになってずいぶん経 性に着目する。植村は、国家公務員の らない職務給より、査定を受け入れて

中村

つ。メンバーシップ型雇用とジョブ型 人事制度では、戦後ジョブ型が頓挫し も定期昇給が可能とする職能給の受け
雇用という対概念を十数年前に濱口桂 たものの、近年取り入れるようになっ 入れを選択しました。果たして企業別
一郎氏が提唱して以来、専門家の世界 た変遷を描き出す。八代はこの企画の 労働組合は、ジョブ型雇用をどの様に

天江

で使われてきた学術的概念が、2020 主催者として全体をまとめ論点を提示 評価するのでしょうか」がある。一方
年、にわかに一般用語化したのである。 する。

連合総研主幹研究員

ジョブ型雇用のブームはすさまじ

で、中村は国際比較のデータから、ジ

この各章の紹介を読んで、読者の皆 ョブ型採用により賃金増加をともなう

く、「ネット上で『ジョブ型』を検索 さんは、本書の具体的な内容がイメー 転職・中途採用の拡大可能性を指摘す
「想像し る。
するとほぼ毎日数十件の新しい記事が ジできただろうか。むしろ、
ヒットする状態が続きました。…記事 ていたジョブ型雇用の解説本とは何か

つまり、ジョブ型雇用の広がりによ

の多くは一知半解で、間違いだらけの 違う」「いったいどんな結論になるの り、賃金決定メカニズムが内部労働市
ジョブ型論ばかりが世間にはびこって かイメージできない」と思われたので 場・外部労働市場いずれにおいても変
います」と濱口はふり返る。だが、競 はないだろうか。まさにそこに本書の わるのである。果たしてその時、労働
争力を高めるための企業の取り組み 意義がある。
を、第三者が「間違っている」と断定

この本は、語り口が平易で、さらっ

組合はどんな役割を担うのか。
本書にはこのような大きな論点がい

できるのだろうか。山本は「多くのケ と読むことができる。しかし、内容は くつも潜んでいる。かたや従来の日本
「ジョブ型雇 的雇用の機能不全も浮かびあがる。本
ースで、雇用の話なのか、人事・人材 深遠だ。端的にいえば、
マネジメントの話なのかを整理して話 用に対する疑問をわかりやすく解説す 書が、新たな雇用システムに進化する
されていない」と混乱の原因を指摘 る」本ではなく、日本の雇用システム 一助となることを願っている。
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今月のデータ

令和４年版消費者白書

インターネット通販による消費者トラブル
～定期購入への誘導に注意～
今月の特集２においても言及があったPIO-NET（全国消費生活情

同時に、
「インターネット通販」に関する消費生活相談件数も

報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生

2020年は特に大幅に増加し、276,926件と過去最大となった後、

活センターをネットワークで結び、消費者から消費生活センターに

21年はやや減少したものの233,317件と、依然コロナ前の水準を

寄せられる消費生活に関する苦情相談情報（消費生活相談情報）の

上回っている。インターネット通販に関する消費生活相談は、ショ

収集を行っているシステムであり、その歴史は長く、1984年に運営

ッピングサイト等で商品を購入する「商品」に関する相談と、コン

開始された。消費生活相談員による相談処理の過程を全ての蓄積・処

テンツ配信等のサービスを契約する「サービス」に関する相談に大

理することにより、消費者問題に関する最新の動向に関し消費生活

別されるが、特に「商品」に関する相談が約３分の２を占めている。

センター等の間での情報共有を可能にするなど、消費生活相談業務
において重要な役割を果たすとともに、消費者行政を企画立案する
上でも不可欠なビッグデータとなっている。

（図表１）
。
インターネット通販を通じた消費者トラブルの中でも、近年増加が
著しいのが、
「定期購入」に関するものであり、2020 年は 59 , 565

そこで、このPIO－NETに登録されたデータを基に、近年特に注
目されている消費者問題について紹介したい。

件と、過去最多となった後、21 年も 46 , 734 件と高水準となって
いる。商品別にみると、定期購入に関する相談のほとんどは、
「健康

新型コロナウイルス感染拡大を背景に、オンラインでの商品注文・
購入、インターネットでの動画視聴などの自宅で消費できる「巣ご

食品」と「化粧品」で占められている（図表２）
。
次に、2021 年の定期購入に関する相談を性別・年齢層別にみると、

もり消費」が急速に拡大した。総務省「家計消費状況調査」によると、

上述のように商品の性格上、全年齢層で女性からの相談が多いが、特

二人以上の世帯の約半数以上が利用する状況が続いており、消費者

に40歳代から70歳代の女性からの相談が多くなっている
（図表３）
。

生活に定着したとみられる。

具体的な相談内容の例を挙げると、
「インターネット広告からダイ

図表１ 「インターネット通販」
に関する消費生活相談件数の推移
（商品・サービス別）
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エットサプリの初回お試し品を申し込んだが、2 回目に 4 ヵ月分が届

意思決定をしてしまうよう巧みに誘導する仕組みの下では、インター

く高額な定期購入だった」など、消費者が定期購入であることを認識

ネット上の取引の経験の多寡や世代を問わず、被害に遭う可能性が

しないまま商品を注文しているケースがある。こうしたケースにお

高いことが窺われる。

いては、契約内容の表示が不十分な SNS 上の広告や動画広告をきっ

このほか、
「定期購入の歯みがき粉が、未開封商品の返品可能と記

かけに注文に至っていることも多い。また、欧米において先行して

載されていたのに、返品を断られた」
、
「10 日間返金保証付きのサプ

研究・規制が行われている「ダークパターン」と呼ばれるウェブデザ

リメントを解約したいが、事業者と連絡がとれない」など、解約条件

インが、我が国でも近年増加していることも背景となっているとみら

をめぐるトラブルや、解約したくても事業者と連絡が取れず、解約の

れる。
「ダークパターン」には多くの種類があるが、日経新聞が

申請期間が過ぎてしまい請求を受けるトラブルも多く発生している。

2020 年 12 月に実施した調査によると、日本においては、在庫数の

いずれにせよ、インターネットを通じた消費者取引は今後ますます

少なさを強調する「あおり」や、デフォルトで定期購入が選択されて

拡大することが見込まれることから、特定商取引法の改正や新法の

いるケース、特定のボタンを目立たせて押させるなどの「誘導型」が

制定など行政による制度整備もさることながら、消費者自身もデジタ

多いとされている。このように、
消費者が気付かない間に不利な判断・

ルリテラシーの向上を積極的に図ることが求められているといえよう。

図表２ 「定期購入」
に関する消費生活相談件数の推移
（商品別）

図表３ 「定期購入」に関する消費生活相談件数（性別・年齢層別・2021 年）
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I NFORMATION
【 ４月の主な行事】
4 月 6 日 所内・研究部門会議
８日 第 17 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と働き方に
関する調査研究委員会
（主査：藤村 博之 法政大学教授）
15 日 第 14 回「良い会社」であることの情報開示と労働者の立場からの
責任投資原則促進に関する調査研究委員会
（主査：水口 剛 高崎経済大学学長）
20 日 所内・研究部門会議
		 第 8 回日本の未来塾「ジェンダーギャップの解消に向けて
～労働とケア～」
（講師：三浦 まり 上智大学法学部法律学科教授）
22 日 第 4 回日本における教職員の働き方・労働時間の実態に関する
調査研究委員会
（主査：清水 敏 早稲田大学名誉教授）
25 日 第１回非正規で雇用される労働者の働き方・意識に関する実態調査と
労働組合の役割に関する調査研究委員会
（主査：森 ます美 昭和女子大学名誉教授）
27 日 所内勉強会
28 日 第 43 回勤労者短観 首都圏・関西圏版分析結果の公表
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「コロナが落ち着いたら」という会

かつては「夜の街」で鳴らした赤坂

話をここ数年ずっとしているような

であるが、「まん防」解除後にも拘ら

気がする。今年に入って感染力の高

ず、昼営業のみとなった飲食店をい

いオミクロン株が流行したおかげで、

くつも見かけ、衝撃を受けた。もち

感染拡大当初の2年前なら大騒ぎしそ

ろん、時間が経てばそれなりに飲み

うな数の新規感染者が出続けている

会やカラオケに出かける人も増え、

が、こちらの感覚も若干麻痺してき

元の活気が戻ってくる日もあるだろ

たこともあり、ここにきて急速に通

う。他方、「新しい生活様式」が定着

常の生活に戻そうとする動きが、国

する中、職場の同僚が一堂に会する

を挙げてみられている。しかし、完

機会自体減っているであろうし、付

全にコロナ前の状況に戻ることはな

き合い的なイベントも激減している

いかも、と感じたのは先日、所用で

ように思われる。ある意味、貴重な

赤坂近辺に立ち寄った時であった。

文化が失われつつあるようで、寂し

半年前にあった店が入れ替わったり

さを感じている。

廃業したりしているだけではない。

（イヤヤン普及委員会）

