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【要約】金融トラブル連絡調整協議会1で 40 回の論議を踏まえたうえで金融ADRガイドラ

イン2は発表された。その後ガイドラインに沿うように各種金融機関は業態別のADRの設

置が急務となった。本論はまず金トラ協での論議を検証することにより金融ADRの問題点

を確認する。次に今回は生命保険を取り上げ、金融ADRの特徴である「手続きの簡易さ」

「柔軟性」「迅速性」「専門性」「非公開」「費用」3について消費者調査を通して消費者の視

点から検証を試みた。調査結果からADRに対する期待や課題を抽出し消費者が金融ADR
に期待する解決を明らかにした。次に生命保険相談所で実施されている相談・苦情解決支

援・ADR（裁定審査会）を検討する。その結果、消費者の考える問題解決と生保業界のADR
解決には大きな差があった。中立性を表記しながらも設立母体が生保業界であることから

中立性が疑問視されること、更に裁定審査会委員に消費者目線を有すると期待されながら、

加わった消費者相談員はその資格認知の低さと技量に疑問符がつけられている実態が明ら

かになった。 
【キーワード】金融 ADR 金融トラブル連絡調整協議会 生命保険相談所 苦情解決支援

裁定審査会  消費者相談員 

 
はじめに 

1996 年に金融ビックバン構想が発表され金融市場の再構築が喫緊の課題であった。金融

ビッグバンに伴って規制を緩和する一方、金融審議会で(1)消費者保護のルールを作ること、

(2)トラブルが起きれば速やかに被害救済できる措置を講ずること、(3)被害が発生しないよ

う消費者教育や啓発を行なうこと等が確認された。その結果、金融審議会第一部会ホール

セール・リーテイルに関するワーキンググループとして平成 12 年 9 月 7 日第１回金融ト

ラブル連絡調整協議会が開催され、個人顧客のトラブルを扱う「金融トラブル連絡調整協

議会」（金トラ協）が設置された。 
この金融トラブル連絡調整協議会の参加者は金融トラブルのステークホルダーである、

法学者、弁護士、業界団体、消費者団体等であった。第１回 会議から平成 21 年６月 19
日第 40 回開催まで実に 9 年の歳月を要して「金融分野における裁判外紛争解決制度（金

融 ADR）に関するガイドライン」を発表するに至った経緯がある。 
                                                  
1 以降は金トラ協との略称で記述する 
2平成 22 年 4 月発表 
3詳説 金融ADR制度 商事法務刊 大森・中沢他著 2010 年 1 月発行P31 
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同会議では業界団体と消費者団体は鋭く対立し、更に弁護士からも厳しい追求や論議が

なされた。話し合ったといえば聞こえはいいが、喧々諤々の論議には程遠く業界の参加者

は単に聞き役に回ることが多く、弁護士や消費者側委員の声だけが響くときも多かったと

筆者は感想をもつ4。 
協議会当初、多くの金融業界は自らの業界内で苦情は問題なく受付けられ、寄せられた

消費者の苦情は解決しているとの認識であった。しかし、金トラ協アンケート調査5からは

多くの不備が実態として指摘され、業界を越える金融商品の課題にも論議が及ぶようにな

った。背景として金融業界はリテールを重視する姿勢がバックにあり、個人客の苦情を無

視できなくなった状況がある。 
金トラ協の約１０年近く論議が継続され中間報告の提出という結論が出せたことは、担

当する行政、金融庁の熱意と粘りが長期の論議を継続させガイドラインという実を得るこ

とができ、法整備まで至った6。次に筆者なりの金トラ協のまとめを試みた。 
 

１．金融トラブル連絡調整協議会の論議 
1-1）金融トラブル連絡調整協議会の目的 
この金融トラブル連絡調整協議会の第一回協議会で①個別紛争処理における機関間連携

の強化、②苦情・紛争処理手続の透明化、③苦情・紛争処理事案のフォローアップ体制の

充実、④苦情・紛争処理実績に関する積極的公表、⑤広報活動を含む消費者アクセスの改

善等の問題解決等など具体的目標が設定された。 
1-2）用語の統一とモデル案の作成 
トラブルの対処方法を論ずる前にアンケート結果7から大きな課題として業界団体・自主

規制機関間において、『苦情』『問い合わせ』『相談』等の用語について、用語（相談・苦情・

紛争等）の統一が論議された8。各業界がそれぞれの認識で分類していたもの用語を共通の

定義の基に分類する必要があった。用語の定義が定まっていないことは各業界団体・自主

規制機関が苦情・紛争処理についてデータを公表しても、それらのデータは、業界団体・

自主規制機関毎に意味が異なることになる結果となり、他業界との比較ができないことが

わかった。これらは前掲②苦情・紛争処理手続の透明化と④苦情・紛争処理実績に関する

積極的公表に関わる問題であり、⑤広報活動を含む消費者アクセスの改善にも繋がる事項

である。その結果、当協議会で平成 12 年（2000 年）に用語の統一をしたモデル案を作っ

た。このモデル案を基に各業界の苦情や紛争解決の体制造りが計られ、以後の金融トラブ

ル連絡協議会はその検証に追われることになった。 
また、⑤広報活動を含む消費者アクセスの改善とし、全ての金融機関が業界団体に所属

していないことや業界団体自体が存在していない問題点も指摘された。新しい金融形態が

                                                  
4 筆者は第一回の金トラ協の傍聴、随行、代理出席を重ねた 
5 平成 12 年９月７日開催 第１回金融トラブル連絡調整協議会が開催議事録 業界アンケートを実施 
6 第 38 回金融トラブル連絡調整協議会議内での行政側委員（金融庁）からの業界団体と自主規制機関と

の差異についての発言からも、金融庁の指導が強く窺われる 
7 第１回金融トラブル連絡調整協議会で実施決定 前掲 第二回から順次報告 
8第４回金融トラブル連絡調整協議会議事要旨から 平成 13 年 4 月開催 
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でてくるとその度に新業界団体が立ち上がった。 
1-3）企業内における苦情と企業のトップの係わり方 
苦情の受付けや相談対応部署は各金融業界や個別企業においては主流からは外れた部署

として扱われる傾向が見て取れた。各金融機関の主な業務である預かり金や保険の営業・

企画部門や運用部門から見ると、消費者の苦情は少ないほうがよく、遭えて公表すべき事

柄ではないとの風土が金融機関には見られた。企業にとって苦情は出来るだけ少ないほう

が良い企業であることは確かだ。企業内においても企業のトップが苦情に対する認識は皆

無であり、それ以前に苦情がトップに情報として届けられるのも少ない傾向であることが

問題視された9。その後、企業トップが消費者の苦情に適格に対応せず、企業の存在そのも

のが危うくなった事例も多く輩出する事態が起きた。 
1-4）業界団体内におけるポジショニング 
業界団体では個別企業からの独立性と業界内においての苦情紛争処理機関の独立性をど

のように保つかが問題視された。業界団体毎に業態や商品が異なり起因する課題も異なり、

業界内ではかなり悩むところであったのではないかと推察する。業界内での問題例として

「 銀行協会のよろず相談所（当時）の運営懇談会の席でも、会員企業がテーブルに着かな

いこと、資料が出てこないこと、結果が尊重されないことが 大の不満である」10との指

摘にあるように会員企業の業界団体軽視の風潮が見て取れた。 
そのような中で業界団体や個別企業内においても苦情の問題認識を高めることが必要で

あると金トラ協の中で指摘された。しかし、金融業界団体は各社からの拠出金で成り立っ

ているために、業界相談機関から個別に紛争解決を図ろうとしても限界を感じさせた。そ

のため「業界の苦情解決決定に従わないときの制裁か公表か」との論議が真剣に話し合わ

れた。「業界団体としての決定に従わない」場合は除名もしくは制裁といった措置を採るこ

ともありうるのではないか」という強行論議もされた11。この業界団体指導の強化対策は

終盤の金トラ協の会議でもだされ法整備へと成った。 
1-5）横断的苦情解決機関の設置 
多種多様な金融商品が売られるようになると金融商品の企画・運用と商品販売が異なる

ケースも多くなってきた。その典型例として生命保険商品が業界の垣根を越え他の金融機

関でも販売されるようになった。購入者（企業・個人＝消費者）はトラブルを抱えると相

談先に迷うことになる。そのために金融商品のトラブル解決にワンストップで全て解決で

きる横断的な機関が再三討議されたが、結局、業態ごとによる苦情解決を充実させること

に一応の決着を見るに至った。 
1-6）実効性の問題と広報 
そのような中で消費者側委員から形としてADRは作られたが、実効性に疑問が出される

                                                  
9第 32 回金融トラブル連絡調整協議会議で生保協会から直接経営トップへの報告がなされていると報告

があり確実に進捗が見られる 
10第 23 回金融トラブル連絡調整協議会議事要旨 

11第６回金融トラブル連絡調整協議会議 平成 13 年８月開催議事録 
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など紛糾した。同時に金融分野でのADRの設置を目指していてもそもそもADR制度の認知

と知名度の低さが問題であるとの指摘もされた 12。また業界の横断的な問題解決は金融

ADRでは解決されない指摘もあった。平成 1７年６月に金融庁に金融情報収集のため金融

業界すべての相談を受け付ける金融サービス利用者相談室13が設置された。金融トラブル

連絡調整委員会の長い検討会議の後に「金融ADRガイドライン」14が発表された。 
 
２．生命保険相談所の ADR（生保業界の苦情、紛争解決）の現状 
全国消費生活ネットワークシステム（PIO-NET15情報）では生命保険の相談数は非常に

多い。2010 年度の全相談の上位商品役務等別順位で第 12 位であるが年々減少傾向にある。

国民にとって身近な金融商品である生命保険は、代理店制度や保険外務員制度などもあり

トラブルも多い。生命保険の業界相談所である生命保険相談所では消費者の相談苦情に対

応している。生保相談所では相談・苦情解決支援を実施、紛争解決のための裁定審査会を

設けている。2010年 9月金融庁の金融ADRとして指定紛争解決機関として認定を受けた。 
つぎに生命保険協会が発行している相談所リポート16の分析をした（表-１参照）。 

 
←表-１）生命保険相談所 

の相談・苦情数 

 
 
 

2-１）相談内容 
 生命保険の加入率の減少と並行して相談数は減少傾向にある。平成 21 年度の生保の一

般的相談のその他に「隣接業界の相談17」がある。消費者にとって生命保険の相談は契約

会社が何処であろうと全て受け付けてもらえるとの誤認がある。隣接業界の相談受付窓口

が広く認知されていないことに起因すると考えられる。今後、隣接業界の相談窓口の存在

を広報する必要がある。垣根を越えた保険業界統一の相談所が望ましいが、その前に生命

保険業界だけの統一の相談所の創設を提唱したい。 
２-2）苦情の内容と苦情発生原因 
生保相談所リポートによると相談で解決しないものが苦情となる。相談に占める苦情は

平成 21 年度 46.5％であった。苦情の内容は新契約係、収納関係、保全関係、保険金・給

付金関係、その他に分類している。 
表 2）の苦情発生原因を詳細18に分析すると生保業界の問題点が明確になっている。 

                                                  
12 第 20 回金トラ連絡協議会要旨より  平成 23 年 5月までの法務省認証ADR機関は 99 団体 
13 金融利用者相談室の個別相談のあっせん・仲介・紹介は実施せず業界団体の紹介 
14 平成 22 年 4 月 http://www.fsa.go.jp/policy/adr/hourei/02.pdf 
15  Practical Living Information Online Network Systemの略称 国民生活センターが集約発表 
16 相談所リポートは相談・苦情を詳細に分類しており他の金融機関にも参考になる 
17 旧簡易保険、小額短期保険、損害保険、JA共済、全労災等の照会 
18 詳細は生命保険相談所リポートNO.85 を参照のこと 
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まず新規の契約関係の苦情の８割以上を営業職員や代理店が占めている。生保の営業の一

線にいる、営業職員や代理店の教育研修が急務であることがわかる。「新契約係」の原因と

して「説明不十分」「不適切な募集行為」などであり、これらの苦情は生保の古い G（義

理）N（人情）P（プレゼント）営業体質から転換が図られているか疑問になるところだ。

金融機関の一員であり、契約者の将来の生活設計に責任を持てる営業担当者の育成が急務

である。 
発生原因⇒ 営業職員 代理店 その他・職員 制度・事務 契約者等 計（件） （％）

新規関係 1194 384 23 247 37 1,885 27

収納関係 152 24 33 378 15 602 9

保全関係 538 71 111 1122 51 1,893 27

保険金・給付金関係 289 69 122 1754 32 2,266 32

その他 169 34 50 168 9 430 6

計　 2,342 582 339 3,669 144 7,076 100%

（％） 33.1 8.2 4.8 51.9 2 100% ー

表２）2009 年度苦情分類  相談書リポート NO.85 より作成 

「保全関係」とは解約手

続き、契約内容の変更等

の原因が含まれている。

「保険金・給付金関係」

では入院給付金不支払決

定などの原因が格段に多い。折しも 2010 年 9 月 5 日に第一生命が保険金や給付金の不払

いの発覚が報じられた19。このような入院給付の不払い事件は毎年のように報じられ、繰

返される事態は制度自体に問題があるのでは無いだろうか。不払いは消費者の生命保険に

対する信頼を損なう出来事であり、このような苦情に対して相談所は解決策を講じたので

あろうか。このような不払い紛争に裁定審査会の対処はどのようなものだろうか。次に生

保相談所がADRとしての機能を検証した。 
2-３）生保相談所の苦情解決支援策 
生命保険相談所に相談した苦情7076件(表2）全数が裁定審査会に移行するのではない。

生命保険相談所の業務規定には解決に向けて助言や仲介20を行っており、「苦情解決支援」

は重要な業務である。苦情解決支援により「相談所の説明で了解した」者（33.5%）、「相

談所の説明に基づき生命保険会社と交渉中」（50%）いることに注目したい。 
生命保険相談所の苦情解決支援策こそ苦情解決に向かう大きな役割があると筆者はみる。

生命保険相談所が消費者と企業の間に立つことで解決が促進されたことや、生保会社と直

接交渉する「知恵や力」を消費者に与える助言（支援）機能こそ、ADR 機関の有用な役割

である。生保相談所のこのような役割こそ、消費者・企業の双方にとって紛争に至らない

紛争未然解決が効果となっている。相談所の有用性が も明確であり、紛争の未然防止効

果を現すのが消費者の「意見を拝聴した」との項目である。消費者側から見ると意見を聞

いてもらったことにより納得した（解決）ということになる。苦情になる以前にこのよう

な「意見を拝聴」する機会は相談対応職員の丁寧で時間を掛けた応対が推察できる。 
 相談所の解決支援により「相談所から生保会社へ書面で解決依頼」（苦情の約 5％345 件）

は消費者にとって、まだ生保会社との直接交渉の余地がある。その結果生保会社の再度の

説明によって解決するものなど約 4 割近くが解決している。それでも解決できず裁定審査

会へ申立書を送付した者が 36％124 件であった。 
これらの内容から金融 ADR の目標である「手続きの簡易さ」「柔軟性」「迅速性」「専門

性」「非公開」「費用」の多くを充足しているのは、生命保険相談所の相談・苦情解決支援

                                                  
19 平成 22 年 9 月 5日 朝日新聞朝刊 
20 生命保険相談所規定第 5 条(2) 
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こそ金融 ADR を表しているといえよう。 
苦情解決支援策を講じても解決できないトラブルは、次の段階である裁定審査会への移

行し双方の「紛争」として扱われ、全く異なる解決方法の次元へ一歩踏み出したといえる。 
2-４）裁定審査会での紛争解決 
 裁定審査会に申立書を提出したものを裁定審査事案として取り上げ可否の適格性の審査

をする。平成 21 年度の審議件数は 171 件（前年度、前々年度受理分を含む）であった。

そのうち審理終了した事案が 104 件であり和解成立まで至ったのは 17 件である。多くが

「申立て内容を認めるまでの理由が無い」と裁定され「裁定終了」もしくは「裁定打ち切

り」であった。このことから和解まで至るにはかなり高いハードルがあり難しい。 
 また、裁定審査会への申立書の提出と証拠書類の添付は他の金融 ADR と同様に消費者

には負担が大きい、そもそも消費者＝保険契約者は長期に渡る保険説明書類やメモを保存

していないことが多く、記憶による申立は証拠にはならないからだ。 
2-５）裁定審査会紛争解決委員 
裁定審査会の委員は弁護士、消費生活相談員、生命保険相談室長から構成されており、 

この委員会の構成員は裁定審査会の「公正、中立性」を担保するものとしている。消費者

目線をもっている紛争解決委員として消費者相談員の参加が求められている。中立的立場

ではあるが消費者の苦情を活かした裁定が期待されている。 
 
３．消費者から見た生命保険 ADR 
－消費者調査から生保トラブル解決の期待を検証するー 
相談所リポート記載「主な申出内容」にある「説明不十分」事例「定期預金が満期にな

り高齢の母が銀行員に勧められるままに変額個人年金に加入契約させられた」21問題を事

例に挙げ消費者調査22を実施した。 
3-１）生保トラブルの相談先 
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地域の消費者センターへ

当該生命保険会社へ相談

家族に相談

友人・知人に相談

ネットで同様なトラ ブル事例を探す

金融庁へ相談

弁護士に相談

業界団体へ相談

その他

％ 0最初の相談先 次の相談先 前述のようなトラブルであった場合

には何処へ相談するかという質問を

した。その結果図-１）に示すように、

まず消費者センターを相談先にあげ

次いで「当該生命保険会社へ相談」、

「家族へ相談」「ネットで同様なトラ

ブル事例を探す」と続いている。 

 しかし、図-１)では 初の相談先図 1 初の相談先と次の相談先 

                                                  
21 前述相談所レポート P４ 
22 調査の概要 調査の目的：本銀行、証券、生命保険に設置されている紛争解決機関の消費者の意識調査を調べる。 

実施時期：平成 22 年 7 月 27 日～8 月 13 日まで    調査方法：メール・郵送での留め置き法 

調査対象者：金融関係者、法律家、消費生活相談に携わっている方は対象外とした 

回収方法：メール・郵送法・ＦＡＸ    回収数：120 票 内有効票：112 票 
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で解決しない場合に、消費者は次に相談する先を変えており相談先として「弁護士」を挙

げるものが格段に多くなっている。金融庁も相談先として挙げられ、業界団体への相談は

18％となっている。まだ業界団体の相談先が充分認知されていないとことが判る。 
調査では年代別による差が出ている。40 歳代以下では１位に「ネットで同様なトラブル

事例を探す」を挙げ、50 歳代になると「地域の消費者センター」が 1 位だが｢ネット」利

用は 3 位になっている。情報収集にネット利用の増加が見て取れる。 
3-2）生保相談所 ADR の評価 

 40代以下 ５０代 ６０代 70代以上

（n=36） （n=24） （n=33） （n=18）

認証を受けているので中立性は高い 31 29 39 38.9

中立性は疑問 44 50 55 21.2

業界の意見が反映している 11 8 18 21.2

消費者の意見を十分反映してくれる 11 0 6 21.2

法律家の意見が強く反映 6 17 15 21.2

消費者に不利な結果に終わるのではないか 8 17 21 22.2

　　　　　※複数回答　　　　　　　ｎ⇒回答者数　　数値の単位⇒％

生命保険 ADR をどのように評価して

いるかを質問すると裁判外紛争解決

（ADR）の言葉に馴染みがないためか、

約 2割が「答えられない」「わからな

い」と回答しており、生命保険 ADR

そのものが広く認知されるように一

層の広報活動が望まれる。 
表-３）生保相談所の評価 

金融 ADR の重要な要素である中立性に対する評価は「業界団体であっても認証があるの

で中立性は高い」と評価するものと、「業界団体ゆえに中立性は疑問視」するものと評価は

二分される。特に 60 歳代以下は中立性を疑問視している。また、業界 ADR は「法律家の意

見が強く反映されている」「業界の意見が反映される」など「消費者に不利な結果に終わる

のではないか」との不安視するものが多い結果となった。今後中立性をどのように担保し

て信頼を得るのか業界団体が作る ADR には重い課題である。 

3-2）生保相談所で期待される解決 
 生命保険相談所で も期待される解決は「中立的な立場

で消費者に有利に解決してくれること」である。これは他

の金融機関 ADR（全銀協相談所、金融商品斡旋センター）

に寄せられる期待と同じで、「中立」でありながら「消費者

に有利」な解決を望んでいる。 

期待する解決 ％

中立的な立場で消費者に有利に解決 55

私の主張を聞いて欲しい 47

損害金を全額返還して欲しい 43

一部でもいいから損害金を返還して欲し
い

35

できるだけ安い費用で解決してくれる 23

証券会社に謝って欲しい 20

裁判で解決するがその前に相談してみ
る

9

どのような解決でも早く解決して欲しい 8

これからも付き合いがあるので不安だ 4

あまり期待していない 14

表-４期待する解決　　　　　　　※複数回答

表‐４）期待する解決策 

「消費者に有利」は法の平等から考えると違和感がある 

が、市場の力関係から見て個人金融消費者と企業である生命

保険会社が対等の関係であるはずはない。つまり消費者と

企業には大きな格差、資力と情報量の違いがある。この企業と個人の不平等な力関係を前

提に、問題の解決を考えなければ消費者は問題解決の土俵に上がることは難しい。この大

きな格差を埋めるのは消費者に寄り添った姿勢こそ ADR として求められるものではない

かと考える。 
次に多いのは「私の主張を聞いて欲しい」というものである。この背景には消費者の声

が届いていないもどかしさの実感がこもる。個人が企業にモノが言える数少ない機会にと

りあえず個人（消費者）の話を聞いて欲しいという願いである。 
 それに続くのは「損害金の全額返還もしくは一部で返還」である。金融で理不尽な被害

を被った場合に消費者は支払った金額の返還希望は当然である。 
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3-3）消費者の目線を持った委員（消費生活相談員）がいることの認知 
 裁定審査会に委員として参加している消費生活相談員23は消費者の申し立てをそのまま

代弁するわけではないが、消費者目線の解決が期待される存在である。消費生活相談員の

存在の認知を尋ねてみたが、認知は 24%、非認知は 76%であった。裁定審査委員会での人

員の構成などは一般にほとんど知られていないのが現状である。そもそも消費生活相談員

の資格もあることが知られていないのが現状といえる。 
3-4）消費者の目線を持った委員（消費生活相談員）の評価 
 消費者相談員の限界理由 （％）

弁護士の意見が優先 49

誰が消費者側委員になっているか不明だから 26

その他※ 23

消費者側委員でも金融には素人 20

業界側には太刀打ちできない 16

表－５）消費者相談員の評価 （複数回答）

裁定審査委員会で委員を構成している消費者相談

員が消費者の意見を反映できているかとの問いに、

意見は反映されていないと答えた人が 56％である。

それらの人に消費者の意見を反映できない理由を尋

ねると｢裁定審査会では弁護士の意見が優先される｣

とみており、つまり法律論での解釈が優先されているのではないかとみている。消費者相

談員が参加していても「金融には素人」であり、「業界には太刀打ちできない」とその力量

にも疑問が出されている。その他は「そもそも生命保険会社のお膳立てに乗っているだけ」

であり「消費生活相談員を入れたことによって、いかにも中立性があるということを示し

ているだけ」などの意見もあった。また、裁定審査会や消費者側委員の「選考過程が不透

明」との指摘もあった。裁定審査会委員に対してはかなり厳しい意見が見られる。 
生命保険審査会に対し、ADR に求められる「手続きの簡易さ」「柔軟性」について消費

者の評価は厳しい。 
 
まとめ 
 金融ADRが稼動してまだ半年でその成果を見るには経過時間が少なく評価できないが、

各金融業界では金融庁の指定機関になる以前から相談所を持っており、実践と実績も有し

体制を再編するだけで金融 ADR として衣替えしており一定の実績の検討は可能である。 
 生命保険相談所もその例に漏れないが、中身の紛争解決に向かう姿勢には変化がみられ

る。特に生命保険相談所が中心に行う苦情解決支援こそ、業界 ADR としての機能が発揮

されているといえる。業界の裁定に従うように強制力を持たせたことも業界 ADR の進歩

といえる。業界 ADR である裁定審査会は消費者に適格性審査などもあり、ハードルが高

くフレンドリーな解決が見出せる状況には程遠い。筆者は生命保険相談所の苦情解決支援

策こそ金融 ADR の機能をもっていると高く評価したい。裁定審査会は設置されていても

「手続きの簡易さ」「柔軟性」「迅速性」には欠け、今後一層の充実改変を期待したい。   
    － 完－ 

《参考文献》・詳説 金融 ADR 制度 商事法務刊 大森・中沢他著 2010 年 1 月発行 

・ ADR 法概説と Q&A 商事法務刊 内堀弘達著 別冊 NBL №101 

・ ADR‐理論と実践－ 有斐閣 和田 仁孝著 2007 年 8 月発行   その他 

                                                  
23 全銀協では消費者問題専門家と記載されているが、生保協会は消費生活相談員と記載されているため、そのまま名

称を使った 
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