
最近のトピックス 

NACSメールニュース No.69(2020年 9月)～No.80(2021年 8月)を参考に再構成しました。作成:公社ＮＡＣＳ中部支部                                           

キーワード 概    要 

消費者問題 

消費者白書 
▶令和３年版消費者白書（消費者庁）⇒URL 
【特集】「新しい生活様式」における消費行動～「消費判断のよりどころ」の変化～ ⇒URL 
・外出型消費の減少と「巣ごもり消費」の増加、インターネットを通じた支出は増加など 

１０大消費者問題 

▶消費者問題における 2020年の１０大項目(国民生活センター) ⇒URL  
2020年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、社会や暮らしが大きく変化しました。消費生活でも「便乗した悪質商法」
が見られたほか、「インターネット通販」や「定期購入トラブル」など、オンライン取引に関連した相談が目立つ年になりまし
た。 
① 新型コロナウイルス感染症が流行 消費生活にも大きく影響 
② キャッシュレス決済 利用進むも不正使用相次ぐ ※１ 
③ 販売を伴う預託等取引契約は原則禁止 消費者庁検討委員会が意見を提示 
④ デジタル・プラットフォーム等に関する消費者取引の環境整備を検討 
⑤ 年齢問わず発生 無くならない身の回りの事故 
⑥ 子ども、高齢者を問わずオンライン関連の相談増加 
⑦ 「お試し」定期購入のトラブルが過去最高 ※２ 
⑧ 改正民法施行 消費生活にも密接に関連 ※３ 
⑨ 特定適格消費者団体による被害回復訴訟で初めての判決が確定 ※４ 
⑩ 国民生活センター創立から半世紀を迎える 

 

※１  

キャッシュレス決済  

不正使用相次ぐ 

・2019 年 10 月の消費税増税のタイミングで開始されたキャッシュレス決済利用によるポイント 還元事業に加え、コ
ロナ禍での巣ごもり需要などによるインターネット通販の利用増加や、 現金の受け渡しが避けられる利点などもあ
り、キャッシュレス決済の利用も進みました。 
・その一方で、大手通信電話会社などのキャッシュレス決済サービスで不正使用の発覚が相次ぎました 

※２  

「お試し」定期購入のトラブ

ルが過去最高 

・ホームページ等で「１回目 90％OFF」「初回実質０円（送料のみ）」など通常価格より低価格で購入できることを広
告する一方で、数か月間の「定期購入」が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が過去最
高となりました。 
・2020 年６月、消費者委員会から『「悪質なお試し商法」に関する意見』が、また８月に消費者庁「特定商取引法及び
預託法の制度の在り方に関する検討委員会」からも規制や法執行の強化など の意見が示されました 

 

※３ 

改正民法施行 消費生活に

も密接に関連 

・2017 年５月に成立した「民法の一部を改正する法律（債権法改正）」が 2020 年４月から施行されました。 
・改正民法では、約 120 年にわたる社会経済の変化に対応するため、契約等に関する基本的ルール（債権法）の変更ととも
に、現在裁判や取引の実務で通用している民法の基本的なルールが明文化されました。 
・この改正は消費者保護にも重点が置かれており、消費者契約の様々な場面にも関連します。 
▶民法の一部を改正する法律（債権法改正）について（法務省）⇒URL 

 

※４ 

特定適格消費者団体による

被害回復訴訟で初めての判

決が確定 

特定適格消費者団体「消費者機構日本」による、消費者団体訴訟制度に基づく共通義務確認 訴訟において、当該団体勝訴の判
決が出され、2020 年３月に確定しました。 
▶【東京医科大学】被害回復訴訟 判決と当機構のコメント（消費者機構日本）⇒URL 
▶【消費者団体訴訟制度（団体訴権）の紹介（国民生活センター）⇒URL 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/2021_whitepaper_0003.pdf
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20201215_1.pdf
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_200306_01.html
http://www.kokusen.go.jp/danso/


デジタル・プラットフォーマー 

デジタル・プラットフォーマーという言葉を度々見かけるようになりました。情報通信の技術(ICT)や収集したデータを活用

して、インターネット上につくられる「場」をデジタル・プラットフォームと言い、デジタル・プラットフォームを運営・

提供する事業者をデジタル・プラットフォーマーと言います。デジタル・プラットフォーマーにはオンライン・ショッピン

グモールやインターネット・オークション、オンライン・フリーマーケット、検索サービス、予約サービス、SNS、電子決済

サービス等様々なものがあります。 

▶「気になるこの用語」（国民生活センター）⇒URL 

▶デジタル・プラットフォームに関するトラブル（国民生活センター）⇒URL 
▶消費者のデジタル化への対応に関する検討会報告書概要（消費者庁）⇒URL 

2020年度 PIO―NETで見る 

消費者相談の概要 

▶PIO-NETにみる 2020年度の消費生活相談の概要（国民生活センター）⇒URL  
・2020年度の相談件数は 939,343件で、2019年度（939,575件）とほぼ同じ件数であった。 
・「架空請求」の相談は、2017 年度と 2018 年度は 20 万件を超えたが、2019 年度は 10.9 万件、2020 年度は 2.8 万件と大幅に
減少した。 
・2020年度は新型コロナウイルスに関連する相談が 79,839件寄せられた。 
・2019年度と比較して増加が目立ったものとして、インターネット通販で商品が届かないなどのトラブルがみられる「他の保
健衛生用品」（マスク）、「他の医療機器」（体温計やパルスオキシメーター）、「紳士・婦人洋服」、定期購入などのトラブルがみ
られる「健康食品」や「化粧品」、火災保険で住宅修理ができると勧誘する火災保険申請サポートなどのトラブルがみられる
「他の役務サービス」、水回りの修理において広告表示を大幅に上回る高額な料金を請求されたなどのトラブルがみられる「修
理サービス」がある。 
・新型コロナウイルスの影響で、特別定額給付金などの申請、手続きなど行政サービスに関する相談、結婚式の解約や延期に
よる解約料などの請求に関する相談がみられる。 
・70 歳以上の相談の割合は 22.1％と依然として全年代で最も多い一方、20 歳未満、20 歳代、30 歳代、40 歳代、50 歳代の割
合が増加している。 
・販売購入形態別では、「通信販売」に関する相談の全体に占める割合が最も高く、2013年度以降同様の傾向にある。2019年
度の 32.9％から大幅に増加し、2020年度は 39.7％で、「インターネット通販」に関する相談が多くみられる。 
・「訪問販売」「電話勧誘」「訪問購入」は 70歳以上の相談が多く、「マルチ取引」では 20歳代の相談が多かった。 
・契約購入金額は合計金額 3,401億円、平均金額 73万円であり、既支払金額は合計金額 1,120億円、平均金額 29万円であり、
2019年度に比べ合計金額、平均金額ともに減少した。 
・販売方法・手口別にみると、増加傾向にある「テレビショッピング」では 70歳以上の高齢者から健康食品、化粧品、医薬品
類に関する相談、「ネガティブ・オプション」では海外から注文した覚えのないマスクが届いたという相談、「代引配達」では
洋服やかばんに関する相談がみられる。 

2020年度 

PIO－NETで見る 

危険・危害情報の概要 

▶PIO-NETにみる 2020年度の危害・危険情報の概要（国民生活センター）⇒URL  
・全国の消費生活センター等から収集した「危害・危険情報」は 14,979件で、対前年度比でみると 9.1%減となっています。 
・「危害情報」は 12,887件で、上位 3商品・役務等は「健康食品」「化粧品」「医療サービス」でした。「危険情報」は
2,092件で、上位 3商品・役務等は「四輪自動車」「調理食品」「敷物類」でした。 
・「危害情報」は「健康食品」が 404件、「化粧品」が 228件、それぞれ減少するなど前年度より 1,204件減少しました。 
・「危険情報」は、「四輪自動車」が 117件減少するなど、前年度より 288 件減少しました。 
・「危険情報」のうち、3位の「敷物類」が、前年度（153位、2件）から 75件増加しました。これは珪藻土（けいそうど）
マットの一部の銘柄に、石綿（アスベスト）が含まれていたことが報道されたことを受け、健康への影響についての相談な
どが増加したためです。 
・新型コロナウイルス関連の危害情報は 450件、危険情報は 34件で、いずれも 1位はマスクなどを含む「他の保健衛生用
品」（危害 129件、危険 12件）となっています。 

経済産業省消費者相談概要 ▶「令和元年度における消費者相談の概況」を取りまとめました（経済産業省）⇒URL 概要版(PDF) ⇒URL  

消費者意識基本調査 ▶令和 2年度消費者意識基本調査（消費者庁）⇒URL 

http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201908_12.pdf
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/degitalplatform.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/meeting_materials/review_meeting_003/assets/review_meeting_003_200825_0001.pdf
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210805_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_4.html
https://www.meti.go.jp/press/2021/08/20210802002/20210802002.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/r2syohisyasoudan_gaikyo.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/assets/survey_002_210721_0005.pdf


新型コロナウイルス関連 

▶新型コロナウイルス感染症関連（国民生活センター）⇒URL  
▶新型コロナ関連消費者向け情報（消費者庁）⇒URL 
▶「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン（国民生活センター）」の開設について（消費者庁）⇒URL  
▶「新型コロナウイルス給付金関連消費者ホットライン」の受付状況（3カ月のまとめ）－特別定額給付金関連のみならず、持続化給付
金に関する相談も－（国民生活センター）⇒URL  

消費者教育 

成年年齢引き下げ 

2022年 4月 1日から民法上の成年年齢が 20歳から 18歳に引き下げられます。 成人になる (成年に達する)と、保護者の同意
なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた 18 歳、19 歳の方は、未成年者取消権が認め
られなくなります。 
▶消費者市民社会「18歳から大人」特設ページ（消費者庁）⇒URL 
啓発動画、「社会への扉」動画講座(ゆりやんレトリィバァのラップ動画)⇒URL 

食品表示 

▶インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について（消費者庁）⇒URL 
インターネットにおける健康 食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施し、健康増進法第 65 条第１項の規定に違反するおそれ
のある文言等があったことから、これらの事業者に対し表示の改善を要請。主なキーワードは、 
・「ウイルス」、「花粉症」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現  
・「免疫力」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現  
・「コロナ太り」対策等の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変える効果があるかのような表現 等  

注意喚起 

▶「市場連動型」の電力料金プラン契約（経済産業省）⇒URL 
電力のスポット市場価格の高騰により、市場連動型の料金プランを契約している場合には電気料金にも影響が及ぶ可能性があ
ります。電力・ガス取引監視等委員会では、各小売電気事業者に対し、消費者の皆様への適切な情報提供を要請している。 
▶いわゆる「後払い現金化」に関する注意喚起（消費者庁）⇒URL 
▶新型コロナウイルス予防効果を標榜する食品に関する注意喚起（消費者庁）⇒URL 
▶携帯電話料金に関するリーフレット「ご存知ですか？携帯のこと」（消費者庁）⇒URL 
▶フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物の販売に関する注意喚起（消費者庁）⇒URL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice_200227.html
https://www.caa.go.jp/notice/assets/local_cooperation_cms201_200428_0001.pdf
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20200814_1.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_education/consumer_education/lower_the_age_of_adulthood/movie/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms214_210427_01.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210126004/20210126004.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_041/assets/consumer_policy_cms102_20210616_01.pdf
https://www.caa.go.jp/publication/pamphlet/assets/representation_cms214_210625_01.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/information_003/assets/consumer_policy_cms201_210629_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210721_0001.pdf


法律知識 

改正民法施行 ▶民法の一部を改正する法律（債権法改正）について（法務省）⇒URL  

特定商取引法・預託法の改正 

▶令和 3年特定商取引法・預託法の改正について（消費者庁）⇒URL 
消費者の脆弱性につけ込む悪質商法に対する抜本的な対策強化、新たな日常における社会経済情勢等の変化への対応のた

め、 

特定商取引法・預託法等の改正による制度改革によって、消費者被害の防止・取引の公正を図る。 

<特定商取引法の主な改正内容> 

・通販の「詐欺的な定期購入商法」対策 ～定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化等 

・送り付け商法対策 ～売買契約に基づかないで送付された商品について直ちに処分等が可能 

・消費者利益の擁護増進のための規定の整備 ～クーリング・オフの通知の電磁的方法（電子メールの送付等）を可能 等 

<預託法の主な改正内容> 

・販売預託の原則禁止 ～販売を伴う預託等取引を原則禁止とし、罰則を規定 

・預託法の対象範囲の拡大 →全ての物品等を対象に 

・消費者利益の擁護増進のための規定の整備 行政処分の強化 

企業経営 

コロナ禍の働き方 
新型コロナウイルス感染拡大とテレワーク(厚生労働省)⇒URL 
コロナ禍前・後のテレワーク/テレワーク/リモートワークの課題/持続可能な個人・企業・社会を実現するシステム 

カーボンニュートラル 

2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略(経済産業省)⇒URL 

日本は、2020年 10月に 2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。 

ひろがるカーボンニュートラル(環境省)⇒URL 

自治体、企業・民間団体のメッセージ 

▶2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、未来のために、いま選ぼう（環境省）⇒URL 
「COOL CHOICE」とは、2030年度に温室効果ガスの排出量を 2013年度比で 26%削減するという目標達成のため、脱炭素社会

づくりに貢献する製品への買換え・サービスの利用・ライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に資する「賢い選択」を

していこうという取組みのこと 

経営戦略 

サステイナブルな資本主義の確立に向けて「。新成長戦略」(経団連)⇒URL 

<関係する用語> 

ESG投資(経営)：ESG投資とは、Environment（環境）、Social（社会）、Governance（ガバナンス＝企業統治）の 3つの観点か

ら企業の将来性や持続性などを分析・評価した上で、投資先（企業等）を選別する方法 

Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的

課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society） 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社

会を指すもの 

DX（Digital Transformation）：進化した IT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念 

SBT (Science Based Targets)認証：パリ協定（世界の気温上昇を産業革命前より 2℃を十分に下回る水準(Well Below 2℃)に抑

え、また 1.5℃に抑えることを目指すもの）が求める水準と整合した、5年～15年先を目標年として企業が設定する、温室効

果ガス排出削減目標 

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/assets/consumer_transaction_cms202_210616_01.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000677508.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/ggs/index.html
https://www.env.go.jp/earth/carbon-neutral-messages/index.html
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/108.html

