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要約 

平成 24 年､共同研究として「消費者庁の消費者基本計画の検証・評価の在り方を考える

～消費者利益を関係省庁や消費者団体と協働して実現するために～」を執筆し、『NACS 消

費生活研究』誌への掲載を行った。そこでは下記の原則を提案している。 
 原則１ 施策策定の目的、施策の目標、評価指標を設定する 
 原則２ 評価指標には、施策の必要性、効率性、有効性を判断できる基準を設定する 
 原則３ 評価および実施結果は、主体を明確にして、事実を具体的に示す 
 原則４ 「検証」は客観的証拠を、「評価」は消費者庁自らの評価を提示する 
 原則５ 「評価」には消費者委員会の監視結果や各主体の関与を示す 
 原則６ 「評価」には、課題を明示し、施策の見直しに反映させる 
 原則７ 「検証・評価」は関連施策を明らかにする 
 原則８ 「検証・評価」は、消費者庁の説明責任を果たし、利害関係者が活用できるも 

のにする  
本研究では上記の提案をもとに、とくに消費者教育に関する施策に焦点を当て、消費者

基本計画の検証・評価の在り方について多角的な考察を行った。考察の観点は次の通りで

ある。 

                                                  
1 担当は次の通り。「『消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会』について」磯村、「実際の契

約に関わる経済的被害以外の指標について」宮園、「消費者教育推進会議・消費者市民小委員会における指

標化の調査研究について」松島、「地方公共団体における消費者教育推進の検証及び評価について」神山、「消

費者委員会における検証・評価・監視について」釘宮、「他省庁の政策評価における評価指標について」戸

部。 
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① 消費者被害に関連する数値指標について 
② 消費者教育推進会議・消費者市民小委員会における指標化の調査研究について 
③ 地方公共団体における消費者教育推進の検証及び評価について 
④ 消費者委員会における検証・評価・監視について 
⑤ 他省庁の政策評価における評価指標について 
以上の考察により、消費者基本計画の検証・評価が十分に行われているとは言えないこと

が浮き彫りとなった。具体的な指標の設定や内外の検証・評価における課題を抽出する。 
 
キーワード：消費者庁、消費者基本計画、政策評価、消費者被害、消費者委員

会、消費者教育推進法、消費者教育推進地域協議会、消費者教育推進計画 

 
１．はじめに 
当研究所では、『消費生活研究』第 14 巻 1 号において、消費者基本計画に関する共同論

文を執筆した2。そこでは、「消費者庁の『本検証・評価の結果』における記載は、消費者庁

及び関係府省庁の実施した事実の報告に終わっているものが多いこと、『検証』は、工程表

に対する実施状況あるいは実施報告になっていること、さらに『評価』は、主に過去の実

績との比較を『評価』していることなど、本来求められる『検証・評価』になっていない」

ことを指摘し、以下の８原則を提案している。 
 

 原則１ 施策策定の目的、施策の目標、評価指標を設定する 

 原則２ 評価指標には、施策の必要性、効率性、有効性を判断できる基準を設定する 

 原則３ 評価および実施結果は、主体を明確にして、事実を具体的に示す 

 原則４ 「検証」は客観的証拠を、「評価」は消費者庁自らの評価を提示する 

 原則５ 「評価」には消費者委員会の監視結果や各主体の関与を示す 

 原則６ 「評価」には、課題を明示し、施策の見直しに反映させる 

 原則７ 「検証・評価」は関連施策を明らかにする 

 原則８ 「検証・評価」は、消費者庁の説明責任を果たし、利害関係者が活用できるも 

のにする  

 
また、平成 25 年 4 月 26 日～5 月 16 日まで実施された消費者基本計画に対するパブリッ

クコメント募集に際し、我々は検証・評価基準について、次のような意見を提出した。 
 

 「消費者基本計画」には「『消費者基本計画』の検証・評価・監視」のなかで、検証・評

                                                  
2古谷由紀子ほか「消費者庁の消費者基本計画の検証・評価の在り方を考える －消費者利益を関係省庁や

消費者団体と協働して実現するために－」『消費生活研究』第 14 巻 1 号、日本消費生活アドバイザー・コ

ンサルタント協会、2012、pp.17-28 

2 
 



価を行うに当たっては、「分かりやすい基準」を導入することが求められているが、いま

だ実現されているとは言い難い。消費者政策については検証・評価基準を策定すること

は難しいが、消費者政策に関わる多くの人たちの協力を得て、検証・評価基準を策定す

る努力が必要であると思う。 

 
これに対する消費者庁の「考え方等」は、次のように記されている3。 
 
 御指摘の点については、次年度以降の見直しの実施に際して参考にさせていただくとと 

 もに、関係府省庁等の協力を得て、引き続き検討させていただきます。 

 
平成 25 年度について見ると、前年度まで「具体的施策の実施状況に関する検証及び評価

の結果」として公表されていたものが、「施策別整理表（具体的施策の実施状況及び「消費

者基本計画」の見直し）4」という名称に変更されている。項目においては、「施策番号」「具

体的施策」「担当省庁等」「実施時期」の 4 項目に続き、従来は「担当部局・課・室名」「根

拠法令（具体的な条文（○条○項など）も記載）」「平成X 年度の具体的施策の実施予定等

〔平成X年度の実施予定〕〔参考指標〕」「平成X 年度の具体的施策の実施状況及び評価」「今

後の取組方針「消費者基本計画」の見直しに向けての考え方」と 5 項目あったものが、「実

施状況」1 項目のみとなり、参考指標の記載がなくなっている。 
名称変更の経緯に関し、「平成 25 年度の一部改定以降、個別施策の検証及び評価に関す

る内容については、『消費者政策の実施の状況（消費者白書）』の一部として閣議決定され

ることとなりました。これに伴い、「検証及び評価の結果」を「施策別整理表」に名称変更

いたしました」との注記がある5。『平成 25 年版消費者白書』においては「第 2 部 消費者

政策の実施状況」がこれに相当する。消費者白書に盛り込むことで具体性が増したことは

事実であるが、施策番号の記述がないため、消費者基本計画との整合性を確認することは

極めて難しい。また、文章化することによって「参考指標」の記述が埋もれてしまい、定

量的な検証・評価を阻む結果となっている。この点に関し、前述パブリックコメントの募

集に際し、我々は次のような意見を提出した。 
 

 「施策別整理表」は「実施状況」を記載されているが、平成 23 年および 24 年の「平成 23 
年度の具体的施策の実施状況に関する検証及び評価の結果」で行われていた「評価」及

び「消費者基本計画の見直しに向けての考え方」は示されていない。したがって、この

「施策別整理表」は施策の実施という事実のみを示すものであり、「消費者基本計画」に

求められている「『消費者基本計画』の検証・評価・監視」としての役割を満たすものと

                                                  
3 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/25-5.pdf、No.196（2014/3/27 閲覧） 
4 「施策別整理表（具体的施策の実施状況及び「消費者基本計画」の見直し）」平成 25 年 6 月

http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/25-3.pdf（2014/3/27 閲覧） 
5 http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m01（2014/3/ 27 閲覧） 
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はいえない。 

 
これに対する消費者庁の「考え方等」は、次のように記されている6。 
 
 御指摘の点については、次年度以降の執筆様式等の参考にさせていただきます。 

 
このように、我々は消費者基本計画の検証・評価の在り方について、継続的に検討を行

ってきた。本研究においては、前掲共同論文で提案した原則に基づき、消費者庁内外の動

向を踏まえた多角的な考察を行うことで、消費者基本計画の検証・評価の在り方における

課題を明確化することを目的とする。また、消費者基本計画の中でも、消費者教育推進法

が施行され、「消費者教育の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されたことを受け、消

費者教育に関わる施策に焦点を当てて検討する。なお、各項目では、それぞれの研究の専

門的見地に立ち、独自に考察を行った。 
 
２．消費者被害に関連する数値指標について 
（１）「消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会」について 
「消費者被害に関連する数値指標の整備に関する検討会」は、平成 25 年 11 月 11 日の第

1 回から平成 26 年 3 月 17 日まで計 4 回開催され、第 4 回では、「『消費者被害額』の推計

結果」（資料 1）7、「『消費者被害額』の推計に関する整理と今後の課題」（資料 2）8という

結論が提示された。さらに消費者庁で検討され、平成 26 年版『消費者白書』に公表される

という。 
この会の目的については第 1 回検討会の資料 2「消費者行政の検証・評価のための数値指

標のあり方－本調査の背景と目的―」9 に、「消費者行政を検証・評価する上で、参考とな

る数値目標については、施策の内容に応じて様々なものが存在するが、消費者行政を総合

的に検証・評価するため、より適切な数値目標が必要。そこで、消費者行政を総合的に検

証・評価するための数値指標として、『消費者被害額』の推計を検討する」と明記されてい

る。 さらにその必要性として「①消費者行政を総合的に検証・評価する数値指標、②消費

者にとって分かりやすい数値指標、③経年変化を比較できる数値指標とし、これらの条件

を満たす数値指標として『消費者被害額』を推計する」としている。  
この目的に関しては、「消費者行政を総合的に検証・評価する数値指標」という位置づけ

であり、先に提示した「原則１ 施策策定の目的、施策の目標、評価指標を設定する」を

満たしているといえる。そしてこの「消費者被害額」は、原則 4 に提示する、客観的証拠

としての「検証」にあたると考えられるが、その「評価」については明確に示されていな

                                                  
6 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/25-5.pdf、No.194(2014.3. 27 閲覧） 
7 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/140317_shiryo1_1.pdf（2014.4.12 閲覧） 
8 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/140317_shiryo2_1.pdf（2014.4.12 閲覧） 
9 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/131111_shiryo2.pdf（2014/3/20 閲覧） 
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い。第 4 回検討会の資料 2「『消費者被害額』の推計に関する整理と今後の課題」に「消費

者被害額」そのものの評価は詳細になされているが、消費者行政の評価としては、平成 20
年版国民生活白書に示された「平成 20 年方式」とは推計方式が異なり、また他国との比較

となる GDP 比についても推計方式が異なるため厳密な比較ができないとされている。した

がって同方式による次の推計値が出されるまでは、評価はできないということになる。ま

たその評価の際に、被害額の増加が、対策の進展による発掘なのか、対策の未整備による

増加なのか、また逆に被害額の減少が、対策の結果による被害の減少なのか、発掘しきれ

ていないのかの判断は難しいところがあろう。推計値以外の状況や評価によって判断せざ

るを得ない。 
今回の「消費者被害に関連する数値指標」は、「広義の消費者被害」の中から「消費者被

害に関する商品・サービス等への支出総額」に限定して推計し、他の派生被害、問題対応

等については参考推計とし、潜在的な被害など推計しないものも明記されている。また統

計的精度を上げることも視野に入れている。その結果、統計的厳密さを追求することと、

現実的な利用のギャップが存在するのだが、既に報告された数字が報道され、独り歩きを

している現実がある。消費者庁が「経済において無視できない規模の金額」とみる、とす

る評価らしきものも記されていた。10  
 今回、これまで部分的に、あるいは現象としてのみ示されてきた「消費者被害」という

国の政策課題が、厳密な検討の結果、数値で示されたことは、大きな進展である。また被

害額に算定するには、数値として疑問が残るとして、派生被害における人的・物的被害、

問題対応のための費用と時間、詐欺等による被害、振り込め詐欺による被害の暗数データ

などが参考値として提示されたことも、きめ細かく消費者被害の広がりが検討されている

と認識され評価できる。『消費者白書』においては、われわれが提示した原則に沿って検証・

評価が明確に示されることが期待される。 
 今後については、指標の特性を生かし、年次的変化をみるために、定期的に、統計的に

も意味のある方法で、被害額推計を行っていくことが望まれる。 
 また意識調査の精度からして地域別の推計値計算が難しいとのことだが、そのような精

度が問題となる分野については、補正や推計を駆使した結果のみでなく、PIO-NETのデー

タを基にした、例えば、被害回復額の算定など、簡略な、現実感を伴う方法で、行政施策

の効果測定につなげる方法が検討されてもよいのではなかろうか。アメリカ、フロリダ州

のレモン法で、州の調停、仲裁等により被害回復した金額を年次的に辿り、その効果を示

している例もある（New Motor Vehicle Arbitration Board 2009 Annual Report）11 。 
 消費者政策の総合的検証・評価の指標という目的を掲げる以上、「より精度の高い実用的

指標」の整備による検証を続け、消費者委員会の評価も加味した、消費者庁自身の評価が

示されることが望まれる。 

                                                  
10 日本経済新聞 2014 年 3 月 4 日 
11 http://myfloridalegal.com/webfiles.nsf/WF/MRAY-6VJQNF/$file/2009LLAnnualReport.pdf 
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（２）実際の契約に関わる経済的被害以外の指標について 
 消費者被害に関する数値指標の整備に関する検討会は、これまで４回開催されている。 
ここでは、これまでの検討について、若干の考察をしたい。 
①消費者被害の定義づけについて 
 本検討会での検討ではPI0-NETを基にしたデータのみならず、消費に伴って発生する「問

題」と、問題に対する「対応」が消費者被害の対象と考えられた（平成 25 年 11 月 11 日）。

そのため、問題に対応した費用や、問題の対応に要した時間が被害として考慮されるよう

になったことは、消費者行政や各種ADR等の貢献を可視化することにつながると思われる。

ただ、問題に対する対応は、消費者行政などをはじめとする消費者紛争解決支援機関の整

備の拡充の度合いによっても左右されるため、定量化して時系列で効果を図るためには、

それらの機関の発展を考慮する課題があると思われる。 
②消費者被害額の算定について 
 被害額の推計は、問題対応（時間）は、推定被害件数×平均対応時間×平均賃金（時給）

という計算式を基に、約 312 億円と算定されている。そして、問題対応（費用）は、推定

被害件数×平均対応額という計算式に基づき算定されており、平均対応額が 1,388 円とし、

消費者被害額は、約 137 億円と算定されている。「平均対応額」の算出には、「消費者意識

基本調査」で調査された「被害回復のためにかかった費用」を利用するとされている（平

成 25 年 11 月 11 日）。被害にあった消費者のみが負担したコストを考慮したのであれば、

実体に即さないように思われる。消費者が問題解決のために第三者に対して負担したコス

トや第三者が問題解決支援のために要したコスト等も考慮することが、消費者被害救済支

援機関の効果を図るためにも効果的であると考える。これらの費用は、消費者行政によっ

て担われている相談機関の支援なのか、弁護士等の専門家の支援なのか、ADR 機関の支援

なのかによって、費用が大きく異なることが予想されるため、さらなる検討が必要であろ

う。 
 平成 26 年 3 月 17 日に出された資料では、これらの問題対応費用については、消費者被

害の額が小さく、「平均被害額」等の算出には「PIO-NET」データよりも件数の少ない「消

費者意識基本調査」を用いることから「参考値」とすると言及されている。けれども、算

出された金額は、問題対応（費用）が 137 億円、問題対応（時間）が 312 億円であること

を鑑みれば、これらの被害についても、さらなる検討が必要であると考える。 
 また、消費者被害による分類においては、顕在化している被害の中に、感情的・精神的

な被害もあげられている（平成 25 年 11 月 11 日）。けれども、本検討会では、感情的・精

神的な被害は、消費者被害額の推計結果には反映されていない（平成 26 年 3 月 17 日）。本

検討会においても参照されたイギリスにおいては、経済的な被害のみならず、ストレス、

怒り、心配、フラストレーションという感情的側面も消費者被害金額の考察に組み入れら

れている。例えば、2012 年の報告では、感情的影響を被害金額によって分類し、被害金額
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が多いほど、ネガティブな感情を感じる人の割合が高くなることが示されている。また、

商品・役務のカテゴリーと感情の影響を分析し、金融サービスや運輸の消費者被害が感情

に与える影響が大きく、それは、フラストレーション、怒り、ストレス、心配の順で影響

が大きいことが示されている12。このように、感情的問題は、被害金額として数値化される

のではなく、分析の因子として利用されている。消費者被害の分析において、感情的問題

を扱うことは、被害を考慮する際に感情の問題が重要であると捉えられることにつながる。 
 相談現場の実感としては、消費者が感情的な被害を抱え、契約解除や行政処分を求める

場合も多いように感じる。そのため、感情的な問題を、消費者被害として捉えることは、

現実の生活にそったものだと考える。 
 
３．消費者教育推進会議・消費者市民小委員会における指標化の調査研究について 
 消費者教育を効果的に推進していく為には、「消費者教育推進計画を策定し、評価・検証

を行っていくこと」ことが必要である。消費者基本計画（平成 22 年～26 年度）においても、

施策番号 91「学校教育及び社会教育の推進方策について検討を行うとともに、大学及び社

会教育において消費者教育を行う際の指針を作成」と明記している。「原則 1 施策策定の

目的、施策の目標、評価指標を設定する」を鑑みて、進捗状況・施策の評価を行うことは

肝要である。 
 第１回消費者市民育成小委員会（平成 25 年 12 月 13 日開催）における「指標の検討に使

用するデータ整理」についての作業報告では、消費者庁で実施している「地方消費者行政

の現況調査」を、検討する際に使用しうるデータとして整理を行う13としている。 
進捗評価の方法については、現在改定を進めている「イメージマップ」を活用すること

も実効性を担保することにつながるのではないかと考える。消費者教育推進会議では消費

者市民育成小委員会を設置し、消費者市民社会構築に向けた様々な課題検討を行っている。

その中でも「イメージマップのバージョンアップ」は優先課題14に位置づけられている。イ

メージマップは「体系的プログラム作りに際して前提となる共通理解」「消費者教育の対象

領域」「対象領域ごとの具体的目標及び各ライフステージの分類」を基礎としつつ、消費者

教育推進法の趣旨との整合性を図っている。第１回消費者市民育成小委員会（平成 25 年 12
月 13 日開催）では、イメージマップ改定の方向性として「『消費者市民社会の構築』の分

野について、イメージマップを活用しつつ、消費者教育推進地域協議会を組織したり、コ

ーディネーターを確保するための『消費者市民教育推進ガイド（仮称）』を作成」15するこ

とにも言及している。また、消費者教育ポータルサイトにおいても、イメージマップを活

用した消費者教育の体系的プログラム構築に向けての議論がなされている。将来的には、

                                                  
12 Consumer Focus “Consumer Detriment 2012”, pp.36-44.では、金銭的でない影響について分析されて

いる。 
13  http://www.caa.go.jp/information/suisin_iinkai.html（2014/4/11 閲覧） 
14  http://www.caa.go.jp/information/pdf/131213_2_schedule.pdf(2014/4/11 閲覧) 
15  http://www.caa.go.jp/information/pdf/131213_5_iken.pdf（2014/4/11 閲覧） 
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ポータルサイトに集約された情報を指標化して、検証・評価に活用できる仕組みを構築し

ていくことも有用である。 
消費者教育推進法において、消費者教育推進会議（第 19 条）と消費者教育推進地域協議

会（第 20 条）は表裏一体として位置づけられている。消費者教育推進会議で検討された課

題を地域の消費者教育推進計画の策定に盛り込むこと、消費者教育推進地域協議会の設置

を推進することも、共通の指標作りの基盤として検討課題になると考える。このことは、「原

則 2 評価指標には、施策の必要性、効率性、有効性を判断できる基準を設置する」を担保

することにもつながっていく。 
 
４．地方公共団体における消費者教育推進の検証及び評価について 

消費者基本計画（平成 22～26 年度）では、施策番号 90 の具体的施策として「消費者庁

及び文部科学省が密接に連携し、消費者教育を推進するために、地方公共団体において教

育委員会と消費者行政担当部局との連携を図るなど消費者教育の推進体制の整備を促進す

る」とある。平成 25 年 6 月に出された施策別整理表（具体的施策の実施状況及び「消費者

基本計画」の見直し）16では、実施状況として「文部科学省と消費者庁では、消費者教育推

進法の施行（平成 24 年 12 月 13 日）にあわせて、各都道府県及び政令指定都市宛てに『消

費者教育の推進に関する法律の施行について』を通知し、法律の施行について周知すると

ともに、その目的や基本理念等を示し、関係部局間の連携を密にしながら消費者教育が推

進されるよう依頼した」と掲載されている。 
消費者教育推進法の第 10 条では、都道府県及び市町村の「消費者教育推進計画」策定と、

「消費者教育推進地域協議会」設置が努力義務となっている。各地方公共団体におけるこ

の 2 つの実施状況を見ることが、前回の共同研究で打ち出した原則 3「評価および実施結果

は、主体を明確にして、事実を具体的に示す」に照らし、消費者基本計画の検証・評価の

方法の 1 つになると考えられる。 
現在、消費者庁webでは、「都道府県消費者教育推進計画等策定状況／消費者教育推進地

域協議会設置状況」17が公開されている。「都道府県」及び「政令指定都市」を挙げ、策定

あるいは設置の年月日を入れる一覧表である。都道府県消費者教育推進計画等策定状況は、

平成 25 年 6 月の「消費者教育の推進に関する基本的方針」（以下、基本方針）を踏まえた

ものであることが要件となっており、その策定状況は、47 都道府県中 8 が策定済（平成 26
年 3 月 26 日時点）で、20 政令指定都市中 1 が制定済（平成 25 年 12 月 26 日現在）であっ

た。消費者教育推進地域協議会設置状況は、47 都道府県中 14 が設置済で、20 政令指定都

市中 2 が設置済であった（平成 26 年 3 月 20 日時点）。基本方針は、平成 25 年度から平成

29 年度の 5 年間の方針であり、今後、基本方針の要件を踏まえた各地方公共団体の計画策

                                                  
16 施策別整理表（具体的施策の実施状況及び「消費者基本計画」の見直し）平成 25 年 6 月   
  http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/25-3.pdf  （2014/3/29 閲覧） 
17 都道府県消費者教育推進計画等策定状況／消費者教育推進地域協議会設置状況 
  http://www.caa.go.jp/information/index18.html （2014/3/29 閲覧） 
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定及び協議会設置が、消費者基本計画の検証及び評価で重要と考えられる。 
消費者基本計画の個別施策の検証及び評価に関する内容については、平成 25 年度の一部

改定以降、個別政策の検証及び評価に関する内容については『消費者政策の実施の状況（消

費者白書）』の一部として閣議決定されることとなった18とある。しかし、『平成 25 年度版 

消費者白書』は、主として報告書形式の記述がなされていた。これは、検証・評価の観点

から見た場合、前回の『平成 23年度の具体的施策の実施状況に関する検証及び評価の結果』

と比較して、地方公共団体における検証・評価として不十分であり、消費者教育推進の全

体に関する検証・評価としても、あいまいになったと考えられた。 
地域の特性に応じた消費者教育推進計画を、各地方公共団体は策定していた。消費者教

育推進法第 3 条第 3 項では、消費者教育は幼児期から高齢期までの各段階に応じて体系的

に行うという記述がある。各地方公共団体の消費者教育推進計画が、体系的に消費者教育

を推進していくものであるかが、評価のひとつの観点になると考えられる。各地方公共団

体の消費者教育推進計画の中には、「消費者教育体系イメージマップ」の「ライフステージ」

と「重点領域」の枠組みに、各施策をあてはめて示した図を掲載しているところもあった。

例えば東京都は、「ライフステージ別消費者教育取組状況図」19として掲載していた。この

ようにイメージマップと対照させた図を作り、消費者教育推進計画にある各施策を位置づ

けて表していることが望ましい。各地方公共団体の消費者教育推進計画が、各ライフステ

ージに合わせて体系的にすべての重点領域に渡って策定されているか、評価できる基準に

なる。 
 
５．消費者委員会における検証・評価・監視について 

消費者基本計画には、「毎年度、計画に盛り込まれた施策の実施状況について、消費者委

員会の消費者行政全般に対する監視機能を最大限に発揮しつつ、検証・評価・監視を行う」

20と記されている。これに従い、消費者委員会では重要施策に関して関係省庁にヒアリング

を行うとともに、消費者基本計画に対する意見を取りまとめている。 
平成 22 年の消費者基本計画策定後、これまでに平成 23 年 6 月 10 日21、平成 24 年 3 月

27 日22、平成 25 年 2 月 26 日23、平成 26 年 2 月 25 日24と、毎年 1 回ずつ計 4 回、「消費

者基本計画の実施状況に関する検証・評価及び計画の見直しに向けての意見」（以下、「意

見」）が提出されている。この項では、「原則 5 『評価』には消費者委員会の監視結果や各

                                                  
18  「消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策」における注 

http://www.caa.go.jp/adjustments/index.html#m01 （2014/3/29 閲覧） 
19 東京都消費者教育推進計画 
  http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2013/08/DATA/70n8k101.pdf（2014/5/2 閲覧） 

 
20 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/25-1.pdf、p.10（2014/3/27 閲覧） 
21 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2011/0610_iken2.html（2014/4/11 閲覧） 
22 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2012/0327_iken.html（2014/4/11 閲覧） 
23 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2013/0226_iken.html（2014/4/11 閲覧） 
24 http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2014/0225_iken2.html（2014/4/11 閲覧） 
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主体の関与を示す」に基づき、「意見」がどの程度消費者基本計画の見直しに生かされてい

るかを考察する。具体的には、「意見」の各項目に対応する施策番号において、「検証及び

評価の結果」の「今後の取組方針 『消費者基本計画』の見直しに向けての考え方」欄、

または「新旧対照表」の「変更後（新）」欄の下線部分に「消費者委員会の建議を踏まえ」

等の文言が記載されているものを抽出した。 
 まず、平成 23 年 6 月 10 日の「意見」に対し、翌年度以降に消費者基本計画の見直しが

検討・実施されたものとしては、自動車リコール制度（施策番号 8）、有料老人ホームの前

払い金に係る契約の問題（施策番号 58）、原料原産地表示拡大の進め方（施策番号 70）、消

費者行政の活性化に向けた対応策（施策番号 121・122）、公益通報者保護法（施策番号 130）、
社会保障・税に関わる番号制度（施策番号 166）の 6 件であった。平成 24 年 3 月 27 日の

「意見」に対しては、消費者安全行政の抜本的強化に向けた対応策（施策番号 4）25、エス

テティック関係団体の問題（施策番号 39）26の 2 件であった。平成 25 年 2 月 26 日の「意

見」に対しては、美容医療、歯科インプラント等の自由診療の問題（施策番号 39-2）、住宅

リフォームの問題（施策番号 56）、公共料金の問題（施策番号 67-2）、健康食品の表示等（施

策番号 76）の 4 件であった27。 
 各年の「意見」項目数がそれぞれ 23（震災対応除く）、29、22 であったことからすると、

見直しが検討・実施された件数として、決して多いとは言えない。原則にある「消費者委

員会の監視結果を示す」という点に鑑みれば一定の評価は出来るとしても、消費者委員会

の監視機能を確認するために、今後の見直しにどの程度反映されるかを引き続き観察して

いく必要がある。 
 なお、平成 26 年 2 月 25 日の「意見」には計画全般に関する事項が設けられている。そ

こでは、計画初年度から十分な進捗や効果が見られなかった施策については、その理由及

び今後に向けた課題、取組方針を明確化すること、および、計画の見直しに際して消費者

や関係団体等の意見がより実質的に反映されるよう、パブリックコメントの実施方法の改

善を図ることが指摘されている。また、平成 27 年度からの新計画の策定に向けては、現行

計画の検証・評価及び見直し作業と並行して、できるだけ速やかに提示することを求めて

いる。この 5 年間の「評価」を新計画の策定に活かすことが、原則 6 の「課題を明示し、

施策の見直しに反映させること」の実現と言えよう。 
 
６．他省庁の政策評価における評価指標について 
 消費者基本計画で策定された施策の進捗や達成レベルの評価にあたり、数値で表すこと

が可能な指標を設定することにより、その成果や方向性が見える化されることの重要性と

                                                  
25 「消費者委員会の建議を踏まえ」等の文言はなかったが、「具体的な施策の実施について明記されたい」

との「意見」に対し、基本計画の見直しが行われていたため、ここに含めた。 
26 同上 
27施策番号 8 と 130 は平成 23 年と 25 年、122 は平成 23 年～25 年の 3 年間、166 は平成 23 年、24 年に

亘る。 
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期待があることは議論の余地がない。しかし、先述のように、指標の設定においては、精

度や客観性、継続性に課題がある。 

 特に、消費者に対する情報の普及・啓発や、消費者教育の推進・支援に関する施策の効

果は、すぐに変化が顕著に表れることは少ない。普及・啓発の結果、消費者行動の変化と

して確認できるまでには、時間がかかったり、特定の事象に対する認知や行動の変化とし

てしか見られないケースもあろう。しかし、客観的な数値目標の設定ができなくても、現

状に対してどのような変化を求めて、目標を立て、目標達成に向けてどのような方策をと

り、その結果、目標に対して程度達成されたのかを設定しなければ、課題は明確にはなら

ない。そこで、政策評価のうち、教育に対する様々なニーズが考えられる消費者を対象と

するのではなく、対象と目的がより限定される専門家育成に関する施策について、その評

価指標や結果について調べ、消費者基本計画の評価に応用の可能性を考察した。 
 厚生労働省における政策評価には、施策の目標として人材育成を掲げているものと、施

策の目標達成のための事業目的として人材確保や人材育成を掲げるものがある28。 
 施策大目標Ⅰ-10 は、「地域住民の健康の保持・増進及び地域住民が安心して暮らせる地

域保健体制の確保を図ること」を目標名としており、施策には、ソーシャルワーカーや保

健師の育成に関する事業がある。 
  “地域における指導者を養成し、医療社会従事者全体の資質向上を図る”（事業番号 276）
との事業目的に対して、医療ソーシャルワーカー研修参加者数、医療ソーシャルワーカー

研修回数をそれぞれ成果指標（アウトカム）、活動指標（アウトプット）としている。研修

を実施した前後で資質向上の成果がすぐに表れるのではないため、事業目的（従事者の資

質向上）の達成状況を測定することの難しさが表れている。 
 また、医療従事者の資質の向上を図る事業（施策目標Ⅰ-2-2）では、成果指標29として、

医師研修医の満足度調査（５段階評価で４点以上の回答者の割合）、看護師等における講習

会・研修会の修了者人数、臨床研修指導医における講習会の修了者人数を掲げている。平

成 24 年度における成果指標の選定理由のコメントには、「医療サービスの質の向上を指標

により評価することは非常に困難」とある。しかし、施策の目標を「医療の質の向上」と

するのであれば、医療の質をどう定義し、どのような要素から成り立つのか。臨床医研修

内容と、医療の質にかかわる要素との関係を明確にする必要がある。また、現状において、

臨床研修評価では、行動目標、経験目標項目の評価がされている30。医療従事者に求められ

る力量評価項目として整理されているので、医療従事者の資質の現状および事業の成果指

                                                  
28厚生労働省 平成 24 年度の事業に係る行政事業レビューシート。施策名：地域住民の健康の保持・増進

及び地域住民が安心して暮らせる地域保健体制の確保を図ること 
http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/gyousei_review_sheet/2013/h24_1-10-1.html 
29 当該政策評価の分析表では、「測定指標」と記載されている。 
30富山大学附属病院卒後臨床研修評価表 http://www.hosp.u-toyama.ac.jp/rtc/directors/doc/assess.pdf 
栃木県済生会宇都宮病院初期臨床研修目標 

 http://www.saimiya.com/images/stories/resident/resident_programF.pdf 
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標として取り入れても良いのではないか。 
 管理的な立場にある保健師の人材育成能力の向上を目的としている事業（事業番号 278）
では、活動指標は受講者数、成果指標は、研修受講者に対して実施したアンケートにおい

て受講目的の達成度を確認し、「達成された」と回答した人の割合を掲げている。受講目的

と研修目的が合致していれば、１つの指標として妥当であると考えられる。 
 成果指標の設定の難しさが表れている別の事例について考察する。消費者基本計画にお

いては、地域における消費者教育の推進・支援や、地方公共団体への支援・連携といった、

国が自治体の人材育成活動を支援する（補助金を手当てする）事業がある。直接、国が活

動にかかわるのではないため、その活動指標や成果指標を設定することが難しいケースで

ある。類似の事例として、厚生労働省における保健師の人材育成の事例があるので、その

指標の策定状況をみてみる。 
 “保健師の人材育成を担当する者の人材育成能力の向上”（事業番号 269）を目的とする

事業では、活動指標を事業実施自治体数とし、成果指標は、保健所保健師及び市町村保健

師数としているが、事業の目的との整合性がとれていない。自治体が実施する研修の成果

指標を厚生労働省が策定することは難しい事例である。このような場合には、国による自

治体への補助金の手当てが、自治体における研修活動にどのような変化をもたらしたのか

を測定できる項目、たとえば自治体における保健師１人あたりの研修費用の負担額の変化

や、リーダー的役割を担う保健師の数の変化を指標とするのが良いのではないか。 
 以上のように、普及・啓発の対象をやや絞った他省庁における施策事例をみてみると、

数値目標が立てられてはいる事例があるものの、施策の目標に対してどの程度達成でき、

達成できていない場合に、方策をどのように再検討する必要があるのかを考察できる程に

は至ってはいないようである。やはり、個別の施策毎の数値目標の策定の難しさが示唆さ

れる。 
 
７．まとめ 
 以上の考察から、消費者基本計画の検証・評価に関して得られる示唆は次のとおりであ

る。 
（１）検証・評価の定義について 
 前掲共同論文において、我々は「検証」と「評価」を明確に区別すべきことを「原則」

で取り上げた。しかし、平成 25 年度から「検証及び評価の結果」が「施策別整理表」と名

称を変え、消費者白書で実施内容が記述されることになったことにより、消費者庁が検証・

評価を実施報告としてしか捉えていなかったことが明らかになった。「検証」を「実施機関

が施策を実施したかどうかを消費者庁が調べて客観的な証拠によって証明すること
、、、、、、、、、、、、、、、、

」とし、

「評価」を「消費者庁が、必要性、効率性又は有効性などの観点から
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、当該施策の実施結

果について、自ら評価すること
、、、、、、、、

」31とすべきという我々の指摘に立ち返り、客観性、必要性、

                                                  
31 前掲共同論文 p.20（傍点は筆者） 
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効率性、有効性などの観点から検証・評価の在り方を見直すべきと考えられる。 
（２）評価指標について 

「２．消費者被害に関連する数値指標について」、「３．消費者教育推進会議・消費者市

民小委員会における指標化の調査研究について」では、検証・評価の指標に関する考察を

行った。消費者基本計画のみならず、「６．他省庁の政策評価における評価指標について」

の考察からも言えるように、指標の設定には困難が伴う。施策の評価指標が定まらない理

由として、施策の目標が明確になっていないことと、評価手法そのものが施策と合ってい

ないことが考えられる。 
 施策の実行の有無や回数を目標とするのではなく、施策の実行によってもたらされる変

化、つまり、消費者の行動にどのような変化を求めているのかを策定の段階でよく議論す

る必要があることが示唆されるのではないか。 
 また、評価手法については、個別の施策毎に対応する評価指標があるのでもなく、いく

つかの施策の結果がある評価指標として現れることもある。 
 たとえば、「(1)消費者の安全・安心の確保」の達成においては、消費者教育という手段も

あれば、安全な製品の設計という手段もある。これらは、補完的に機能するのが当然であ

ろうから、これらを個別に評価するよりも、総合的に評価するのが現実的である。このよ

うに施策番号毎の評価よりも、その１つか２つ上の分類毎、あるいは、目標を同じとする

施策をまとめて総合的に評価することも理に適っているようにも思われる。評価手法その

ものを議論することも必要であることが示唆される。 
（３）消費者教育の検証・評価について 

 「３．消費者教育推進会議・消費者市民小委員会における指標化の調査研究について」、

「４．地方公共団体における消費者教育推進の検証及び評価について」では、消費者教育

推進の検証・評価について検討を行った。顕著な進捗があるとは言い難い状況のため、現

状において検証・評価を行うことは難しいが、イメージマップと対照させたり、消費者教

育推進会議で検討された課題が地域の消費者教育推進計画に盛り込まれているかを確認し

たりするなど、一定の枠組みを用いて各地方自治体の進捗状況を把握することが有効であ

ると考えられる。 

（４）消費者庁による数値指標設定について 
 「２．消費者被害に関連する数値指標について」、「３．消費者教育推進会議・消費者市

民小委員会における指標化の調査研究について」では、消費者庁自身が指標化に取り組む

状況を考察した。消費者被害に関連する数値指標の設定によって継続的な検証の可能性が

見込まれるが、諸外国で採用されている方法等と比べると、現状の消費者被害額の算定方

法には課題があり、さらに精度を向上させていくことが必要である。PIO-NET に現れる数

値のみで消費者被害を捉えることの危険性を配慮した方法と、限界を承知の上で PIO-NET
のデータを活用する方法の両方を検討していくべきだと考えられる。 

（５）外部評価の活用について 
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 「５．消費者委員会における検証・評価・監視について」で、消費者庁以外の外部評価

のひとつとして消費者委員会の「意見」を検討したところ、消費者基本計画に関しては、

監視機能が部分的にしか働いていないことが確認された。また、消費者委員会の「意見」

にパブリックコメントの実施方法改善を図ることが言及されていることから、消費者委員

会も消費者や関係団体等の意見が計画の見直しに十分に反映されていない実態を把握して

いると考えられる。パブリックコメントでは、広く意見を募集する観点から現状の方法が

採用されたと考えられるが、この方法以外に消費者や関係団体からじっくりと意見を聞く

場を設けることも必要ではないか。とくに新たな消費者基本計画の策定に向けては、施策

を実施した客観的な証拠を相手に示し、自分たちの見解と相手の見解を刷り合わせる作業

を行うことが求められる。 
（６）総括 
 総務省が平成 26 年 4 月 18 日に発表した「消費者取引に関する政策評価＜調査結果に基

づく勧告＞」32では、消費者庁に対し、政府全体としての具体的な政策目標を設定し、個々

の施策の体系化・構造化を図り、これらを次期消費者基本計画の改定に反映すること、及

び、効果把握のための指標の設定を進めることを勧告している。また、消費者教育に関し

ても、目標及び指標を設定した上で、消費者教育推進法に基づく円滑な施策の推進が図ら

れるよう評価・検証を行うことを求めており、目標・指標の設定に関する課題の大きさが

窺える。 
 消費者市民社会の在り方に鑑みれば、消費者基本計画の検証・評価は消費者の権利であ

り責任である。我々は今後も継続的に計画の推移を注意深く見守り、目標・指標の明確化

と、それに基づいた検証・評価を行うことで消費者利益の実現を図るよう努めていきたい。 

 
32 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/84357.html（2014/5/5 閲覧） 


