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意見書 

 

令和３年８月 18 日 

総務省  

総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政第一課 御中 

 

〒103-0012 

とうきょうとちゅうおうくにほんばしほりどめちょう 

東京都中央区日本橋堀留町２-３-５ 

ぐらんどめぞんにほんばしほりどめ 

グランドメゾン日本橋堀留１０１号 

こうえきしゃだんほうじんぜんこくしょうひせいかつそうだんいんきょうかい 

公益社団法人全国消費生活相談員協会  

りじちょう ますだえつこ 

理事長 増田悦子 

電話：０３－５６１４－０５４３ 

e-mail：JDX00404@zenso.or.jp 

 

 

消費者保護ルールの在り方に関する検討会報告書 2021（案）に関し、別紙のとおり意見を提出します。  

 

 

別紙  
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記載箇所  意見  
第 1 章これまでのテーマのフォローアップ  
3． IoT  サービスの進展と消費者保護  
11 ページ  
 今後、通信契約を含む  I oT  製品が普及していく中

では、例えば、料金徴収の仕組みによっては利用

者が請求について認識しないなど、「モノ」を買っ

たとの認識しかないことを起因とするトラブルに

繋がる可能性があると考えられる。  
他方、現時点では、SI M 搭載型など、即座に電

気通信事業法の消費者保護ルールの適用を受け得

る  I oT  製品は限定的であり、具体的な課題は必ず

しも明らかにはなっていない。このことを踏まえ

れば、総務省において、 IoT  サービスの進展に関

して生じ得る消費者保護上の具体的課題について

の洗い出しを引き続き進めることが適当である。  

 Io t サービスが急速に進展し、消費者は、利用はしているがその

仕組みを理解しないまま利用していることも多いと思われます。総

務省において引き続き Io t サービスが消費者保護の観点から問題と

なることはないか等、具体的な課題について引き続き調査等をお願

いします。  

第 2 章新たに追加したテーマ  
1．電話勧誘における課題  
15 ページ、16 ページ  

したがって、まずは、（エ）の説明書面を交付の

上で契約前の提供条件の説明を行うことを義務化

し、これによっても電話勧誘に起因するトラブル

の解決に十分な効果が見られない場合に、（ウ）の

要式契約化や（イ）の電話勧誘拒否登録簿制度の

導入、更には（ア）の不招請勧誘の禁止といった

強い措置を検討することが適当である。  
また、（エ）の措置の義務化に当たっては、事業

者等からの意見も踏まえ、利用者の利便性を低下

させる可能性が高いと考えられるものについては

除外することが適当である。具体的には、利用者

からの架電に対する案内（インバウンド）の場合

まずは、 (エ )の案からということですが、高齢者等脆弱な消費者

に対しては、家族などの同席のもと説明を行っていただくことやこ

れまで事業者によって行われてきた契約書面送付後に後確認を行う

ことも必要と考えます。高齢者の契約に際しては、引き続きの対応

が必要であることをガイドラインに明記していただきたい。  
除外規定については、あくまでも「利用者が求める場合」に限る

と考えます。電磁的方法で説明書面が提供された場合、事業者の誘

導により、外形的には消費者側が能動的に承諾したとみなされてし

まうことのないよう、電磁的方法での説明について利用者の同意を

得る具体的な方法をガイドラインで示して頂きたいです。  
また、オプション契約の追加については、電気通信事業法対象外

のサービスの場合であっても、消費者が契約内容を理解できるよう

説明書面への記載も必要と考えますので、併せてガイドラインで示

してください。 

加えて、 (エ )の方法で苦情が減少しない場合は、早急に他の方法
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と、既に利用しているサービスに関して契約変更

（プラン変更やオプション契約の追加・解除等）

をするような場合が考えられる。  
まず、インバウンドについては、電話勧誘の持

つ不意打ち性や覆面性（相手の姿が見えず素性が

分かりがたい）といった性質は薄まり、かつ、利

用者は電話により契約することを期待していると

考えられることから、販売目的を隠匿するような

チラシや著しく有利な条件により誘引を図るパン

フレット等により利用者が架電するように仕向け

られたものを除き、利用者が求める場合は規制の

対象外とすることが適当である。  
次に、事業者から利用者に対して架電を行う場

合（アウトバウンド）であっても、既に利用して

いるサービスに関する契約変更（プラン変更やオ

プション契約の追加・解除等）については、契約

に当たって知るべき情報の多くは利用者が既知で

あると考えられることから、電話勧誘の持つ不意

打ち性や視認性の欠如が問題となる場面は少ない

と考えられる。一方で、速やかな変更が利用者の

利益となる場合は多いと考えられることから、利

用者が求める場合は規制の対象外とすることが適

当である。  
 

の検討が必要です。  
 

２．ウィズコロナの時代における利用者対応の在

り方  
(3 )本検討会の考え方  
ア ウェブでの解約手続  
19 ページ  
なお、多くの電気通信サービスがウェブにより迅

速かつ容易に契約締結が可能であることを踏まえ

ウェブでの解約手続きは、利便性の点で消費者にとっても有用と

考えます。しかし、ショップのような説明はなく、消費者はすべて

自己責任での対応となります。相談では、MNP 前の電気通信事業

者独自のポイントが失効し、利用ができなくなったなどがありま

す。消費者保護の観点から、ウェブでも不利益事項を読み飛ばすこ

とのないよう注意喚起の工夫をお願いいたします。  
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ると、解約手続についても、ウェブにより行える

ようにすることが望ましい。一般的に、契約締

結・解除には、同一の手段が提供されることが適

切であると考えられることから、特に、ウェブで

契約が可能なサービスの解約については、可能な

限りウェブでも可能とすること（解約手続を完結

させることが困難な場合は、少なくとも解約の申

出（意思表示）を可能とすること）が望ましいと

考えられる。  
ただし、構成員や複数の電気通信事業者から指摘

があったように、ウェブによる解約を実施する場

合、不利益事項が十分に伝達できなくなるおそれ

もある。このため、ウェブによる解約を実現する

に当たっては、十分な重要事項の掲載など、情報

提供の在り方については留意すべきである  
 
第２章新たに追加したテーマ  
3．消費者トラブルの解決に関する更なる手法  
3－2．期間拘束契約の在り方  
(3 )本検討会の考え方  
イ拘束期間についての考え方  
27、28 ページ  

これらを踏まえると、24  か月を超えるプランの

提供は、電気通信事業者にとって必要不可欠とま

では言えないと考えられるため、消費者保護の観

点からは、期間拘束契約に基づき電気通信サービ

スを提供する事業者においては、拘束期間を 24  か
月以内にすることが望ましい。  

長期の期間拘束とそれに伴う違約金は、消費者が新たなサービス

を選択しようとする際の障害となっています。期間拘束を 24 ヶ月以

内することについて賛成します。  

ウ（イ）違約金の額に上限を設けることについて  
28，29 ページ  
 

電気通信サービスの違約金の額の上限を 1 か月分のサービス利用

料相当額とすることに賛成します。  
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ウ（ウ）工事費用等の扱い  
30 ページ  

電気通信サービスの提供に当たっては、固定通

信サービスにおける引込線の敷設や撤去に、係る

工事費など他に転用できない設備に関する費用が

生じる場合がある。当該費用については、一般的

な電気通信サービスにおいて通常発生する費用を

除き利用者に求償する一定の合理性を有すること

から、スイッチング円滑化の観点も踏まえて求償

できる合理的な範囲をルール化した上で、違約金

とは別個に求償できることとするのが適当であ

る。  

工事費用・撤去費用については、高額な事業者もあることから、

請求出来る合理的な範囲をルール化することが必要と考えます。ま

た、工事費・撤去費用の低減化のために、既存の設備を事業者間で

共有すること等について関係事業者間で検討が行われていますが、

今後、総務省、関係事業者において協議し、早期の実現をお願いい

たします。  

エ解約の誤認や解約忘れについての考え方  
30 ページ  

具体的には、契約時や解約時において丁寧な説

明をすることに加え、例えば、   
・  利用者に対し、契約しているサービスの情報を

定期的に通知すること   
・  日常的に利用されることが想定される電気通信

サービスについて、一定期間利用がないときにそ

の旨を書面等により利用者に通知するサービスを

利用者の同意の下で提供すること   
・  電気通信サービスの解約時において、利用者が

複数のサービスを契約している場合には全てのサ

ービスについて解約の意向を確認すること等によ

り、解約の誤認や解約忘れを相当程度防ぐことが

できると考えられる。  

以前利用していた通信サービスを解約したはずなのに、ずっと利

用料が引き落とされていたとの相談があります。このようなトラブ

ルを防ぐために事業者において、実施可能な項目が列挙されました

が、これらの項目は非常に効果的と考えます。報告書ではこれらの

措置を含む実施可能かつ効果的な措置を講ずることが望ましいとあ

りますが、ガイドラインにも記載し、事業者においてはできる限り

の措置をお願いいたします。  

３－３苦情相談の処理の在り方  
（3）本検討会の考え方  
32、33 ページ  

この「体制」については、消費者団体等からも

以前より電気通信サービスの専門苦情処理機関としてＡＤＲ機関

の設置が求められています。報告書では「苦情相談の処理の在り方

について検討するタスクフォースを設置し、来夏を目途に一定の結

論を得ることが適当である」とありますが、通信サービスは、進展
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設置に強い要望があった電気通信サービスに特化

した専門の苦情処理機関（いわゆる  ADR 機関）の

設置も一案として考えられる。  
このため、個別の事業者を超えて業界として対

応することで効果的に解決できるような課題を特

定した上で、これに対処するための最適な体制に

ついて検討する必要がある。ただし、こうした取

組は、事業者や事業者団体等の前向きな協力がな

ければ円滑に機能しないことから、既存の枠組み

の活用も視野に入れるなど業界への過度な負担と

ならないよう留意しつつ、消費者と事業者の双方

に利益をもたらす仕組みとなるよう配意すること

が肝要である。  かかる検討を集中して行うため、

本検討会の下に苦情相談の処理の在り方について

検討するタスクフォースを設置し、来夏を目途に

一定の結論を得ることが適当である、  
 

が早くトラブルが発生しても新しい通信サービスの内容・契約関

係・関わる事業者等を容易に把握することができずトラブルの早期

解決が困難なケースがあります。専門的な知識を持った苦情処理機

関設立に向けて検討されることを期待しています。  

５－１販売代理店の業務の適正性の確保に関する

観点  
(4 -2 )  措置すべき事項  
46 ページ  
次のような評価指標等は、通常適正かつ合理的で

なく、法令違反を助長する蓋然性が高いと考えら

れるため、上記ガイドライン等において明確な違

反類型として特定する必要がある。①  高額プラン

の獲得率を評価する指標／その獲得の有無で評価

が大きく変動する指標来店する利用者のニーズ

は、事前に調整されるものではない。このような

中で、例えば、一定期間内の契約者中の高額なプ

ランの契約率の多寡を販売代理店の評価指標とす

ることは、適正かつ合理的でなく、かつ、それが

MNO と販売代理店の委託契約内容が適正かつ合理的でなく法令

違反を助長し得るような形で設定されている場合には、業務改善命

令の対象となりうる旨をガイドライン等において明確化することに

賛成です。  
さらには、販売代理店の販売においては、適合性原則遵守のため

に意向確認書を作成すること及び一定の年齢以上の高齢者に対して

はご家族の確認を得る等についてガイドライン策定をお願いいたし

ます。  
来店に際して、顧客の意向やニーズを確認することが必要です。

来店の目的は修理だけなのか、購入意思がある場合、電話のみ使用

するのか、ネットを使うか否か、ゲームや動画閲覧するかどうか、

料金についても「できるだけ安く」「月額負担 5000 円まで OK」等

の意向確認が必要と考えます。  
また、20 21 年 5 月に合理的配慮の提供を民間事業主に義務付ける
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利用者の潜在的なニーズを大きく超えることを強

く求めるものである場合、利用者のニーズを踏ま

えずに（＝適合性の原則に反して）高額なプラン

を契約させる行為を助長する蓋然性が高いと考え

られる。   
 

改正障害者差別解消法が、参議院本会議で可決、成立しました。こ

れまで、合理的配慮の義務付けは国や自治体のみで、民間事業者に

は努力義務となっていましたが、今回の改正によって、今後は義務

として、配慮提供が求められることとなります。キャリア各社及び

代理店のなかには、消費者に対して合理的配慮がなされているとは

思えない対応があります。「高齢者・障害者に対しての合理的配慮義

務」について加筆をお願いいたします。  
 

５－２．今後新たに期待される販売代理店の役割

の観点  
50 ページ  

政府の基本方針である「誰一人取り残さない、

人にやさしいデジタル化」を実現する観点から、

販売代理店には、「地域のＩＣＴ拠点」としての役

割が期待される。販売代理店がこうした役割を十

分に果たしていくためには、意欲のある販売代理

店による独自商材の取扱も含めた創意工夫が、可

能な限り尊重される仕組みであることが望まし

い。～  
 

イ  販売代理店の「地域の  ICT 拠点」としての更な

る活用  
上述のとおり、総務省では、「デジタル活用支援

推進事業」を実施しており、その受託事業では、

販売代理店の活用が進められている。今後、販売

代理店を「地域のＩＣＴ拠点」として活用する取

組を推進する観点から、総務省においては、販売

代理店の更なる活用方策についても検討すること

が適当である。  

デジタル庁の創設や、新しい生活様式が求められることにより、

誰もがインターネットを利用することが推進されています。手続き

の簡素化などのメリットがある反面、苦手意識を持ついわゆるデジ

タルデバイドも多いと考えられます。デジタル社会において誰一人

も取り残さない仕組みづくりについてはキャリアショップがその拠

点であるとの役割が期待されていますが、さらなる検討をお願いし

ます。  
販売代理店による独自商材の取扱いも考えられていますが、スマ

ホ教室に通った際に必要のない、セキュリティソフトや高額なＳＤ

カードなどを勧められたり、スマホの契約に際して電気、ガス、水

の購入をさせられたりなどの相談も寄せられています。  
販売代理店が ICT の拠点・高齢者の駆け込み寺となるためには、

キャリアによるサポートやインセンティブが必要と考えます。あん

しんショップ制度を更に強化することも必要と考えます。  
販売代理店でのスマホ教室は、特に I T 機器に不慣れな高齢者には

ニーズがあると思われます。総務省の「デジタル活用支援推進事

業」の更なる拡充をお願いいたします。  
また、通信サービスは、総務省所管ではありますが、今後は消費

者庁等との横断的な対応も必要と考えますので、総務省、消費者庁

等の連携をお願いいたします。  
 

その他  キャリアショップがキャリアの販売代理店であることを知らない

消費者が多くいます。トラブルが生じたときに契約をしたキャリア
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ショップとは別のキャリアショップで苦情を言うケースも見られま

す。販売代理店は、店舗内や看板に代理店名を記載して頂きたい。  
 

 


