
1 

 

２０２１年度名古屋市主催 消費者志向経営セミナー 議事録（概要） 

2021.12.28 

報告 Ｃネット東海事務局 

Ⅰ．開催状況 

・テーマ：消費者志向経営の推進に向けた事業者の取り組み 

・日 時：２０２１年１２月８日（水）午後２：００～４：１０ 

・会 場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター） １１０４会議室 

・参加者：５１名（会場参加者９名、オンライン参加者３１名、主催者・事務局１１名） 

（内訳）事業者 16、消費者団体 1、生協 6、相談員 5、行政 6、一般 4、会員 2 

 

Ⅱ．セミナー議事録概要（敬称略） 

＜司会＞ Ｃネット東海検討委員 花井 泰子 

  
 
１．開会の挨拶：名古屋市スポーツ市民局市民生活部消費生活課 課長 倉 豊 

本セミナーは今回で８回目となる。昨年に引き続き会場とオンライン参加によるハイブ

リッド開催が実現した。消費生活課では、消費生活の安定・向上を図るため、消費生活セ

ンターにおいて消費生活相談と消費者教育・啓発を実施している。この事業の方向性を指

し示すものとして来年度から５年間の「第三次名古屋市消費者行政推進プラン」を策定中。

相談では、少子高齢化やデジタル化、国際化の進展など消費を取り巻く環境が複雑化、多

様化しており、また新型コロナの影響もあり、通信販売、定期購入、もうけ話、不当請求

などネットを起点としたトラブルに関する相談

が多数寄せられている。今後更なる高齢化の進

展、来年の成年年齢の引き下げなど、危機感を

持って対応していきたい。被害に遭わないため

に消費者教育・啓発が重要であり、あらゆる機

会、媒体を通じて消費生活に係る情報を発信す

るとともに、センターの存在、役割についてＰ

Ｒに努め、「困った時には消費生活相談がある」

ということを発信していきたい。 

さらに、ＳＤＧｓの機運が高まる中、人、環境、社会、地域に配慮した消費活動、エシ

カル消費の普及・啓発に力を入れていきたい。去る１１月１３日に「名古屋エシカルフェ
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ア２０２１」を開催し、手ごたえを感じた。今後もセミナーなど新たな取り組みについて

検討していきたい。 

消費者志向経営は、事業者が消費者と良好な関係を作り消費生活の安定に寄与するとと

もに、事業者と消費者が共同して持続可能な社会に貢献するというＳＤＧｓの精神にも合

致しており、新たなプランの具体的施策にも掲げて推進する。課題解決のためには消費者

庁、愛知県をはじめ、事業者、団体の皆様との連携・協力が重要であり、今後ともよろし

くお願いしたい。 

 

２．講演 

① 「消費者志向経営の推進について」 

講師：消費者庁参事官（公益通報・協働担当）付政策企画専門官 田中 敏宏 氏 

■消費者基本計画について 

従来から実施している①事業者に対する規

制 ②消費者に対する支援に加えて、今後は、

持続可能な社会の実現に向けた社会的課題を

解決する観点から、③消費者と事業者とが共

通の目標の実現に向けて協力して取り組むこ

と(協働による取組)を促す必要がある 

■消費者志向経営の概念 

目標：持続可能な社会に貢献する 

定義：「消費者」と「共創・協働」して「社会価値」を向上させる経営 

活動：みんなの声を聴き、かつ生かすこと 

未来・次世代のために取り組むこと 

法令の遵守／コーポレートガバナンスの強化をすること 

■消費者志向自主宣言・フォローアップ活動 

各事業者において消費者志向経営に誠実に取り組むことについて自主宣言を行うとと

もに、そのフォローアップを行う「消費者志向自主宣言・フォローアップ活動」を実施。 

・237事業者が同活動に参加（令和３年 9月末現在）…関東、徳島が多い 

・推進組織：事業者団体・消費者団体・行政機関…消費者への事業者の取組の認知度 

向上・浸透を図る 

■平成 30年度より優良事例に対して表彰を実施（消費者志向経営優良事例表彰） 

＊ 花王株式会社（2018年度大臣表彰･2019年度長官表彰） 

消費者・顧客の立場に立って、心を込めた“よきモノづくり”を行うための企業理

念が社内に浸透しており、この理念に基づいて具体的な取組が多岐にわたって展開

されている点、更に、ESG への率先した取組や持続可能な社会への対応等を高く評

価。 

＊ 株式会社広沢自動車学校（2019年度大臣表彰） 

卒業後も SNS等を活用したきめ細やかなアフターフォローを行うなど、従来の自動

車学校の枠に捕らわれず、消費者側に踏み込んだ活動をされており、消費者とのコ
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ミュニケーションが優れている点を高く評価。 

＊ ライオン株式会社（2020年度大臣表彰） 

事業を通して清潔・健康分野に取り組んでいるところ、顧客のニーズを商品開発に

取り入れている。また、乳幼児から高齢者まで幅広く、長期にわたって健康習慣づ

くりを働き掛け、その結果を数値で管理している点を評価。 

■今年度から、複数事業者での応募による協働取り組みを評価する「複数事業者協働取組

枠」を新設 

 

② 「ライオンの消費者志向経営 ～より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する～」 

講師：ライオン株式会社 お客様センター部長 今井 竜司 氏 

 

Ⅰ.ライオンについて 

～動画上映「企業ステートメント（今日を愛する。）」～ 

・1891年創業、今年 10月 130歳を迎えた。 

・「私達は社会に生かされている ゆえに、社

会に貢献する！」…創業以来変わらない「愛

の精神」。その実践を経営の基本とし、人々

の幸福と生活の向上に寄与することを社是

としている社是。 

・創業時子どもの虫歯保有率が高く、口腔衛

生普及活動推進へ。 

・創業時の社会貢献活動 「慈善券付き歯磨

き」の発売。寄付額：約 10億円（現在の価

値で） 

 

・2017年 1月 消費者志向を自主宣言。 

・「令和 2年度消費者志向経営優良事例 内閣府特命担当大臣表彰」受賞 

・持続可能な社会への貢献をこれからも果たしていく。 

 

Ⅱ.ライオンのパーパスと経営戦略 

・ライオンのパーパス「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する（Ｒｅ Ｄｅｓｉ

ｇｎ）」を設定し、パーパスドリブン経営を実践 

・コロナ禍でライオンの存在意義＝パーパスを改めて確認できた。 

・パーパスを起点とした「経営ビジョン２０３０」：次世代ヘルスケアのリーディングカ

ンパニーへ …「健康、快適、清潔・衛生を通じた新たな顧客体験の創造」により、

一人ひとりの「心と身体のヘルスケア」を実現する。 

・「経営ビジョン２０３０」達成に向けた２つの経営戦略 

1. サステナビリティ重要課題への取組み 

2. ３つの成長戦略の推進 
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Ⅲ.ライオンのサステナビリティと成長戦略 

・解決すべき社会課題に対し、企業への期待も大きい。 

・サステナビリティの最重点課題として「サステナブルな地球環境への取組み推進」「健 

康な生活習慣づくり」を設定し「３つの成長戦略の推進」することで、「サステナブル

な社会への貢献」「健康、快適、清潔・衛生的な毎日の実現」という社会価値を創出し、

ＳＤＧｓ達成に貢献する 

・サステナブルな地球環境への取り組み施策として「LION Eco Challenge 2050」と

いう明確がゴールを設定。 

・具体的な施策例①：「暮らし、まいにち、エコ」商品。消費者にも環境にいい購買・消

費行動の実践、エシカル消費の実践を提案、さりげなく、毎日続けられるエコを習慣

化  

・具体的な施策例②：「歯ブラシ回収リサイクル」「容器の水平リサイクル」自社だけで

なく、多くの企業・自治体等と協働し、サステナブルな地球環境への取組みを加速 

・３つの成長戦略のうち「４つの提供価値領域における成長加速」は、「オーラルヘルス」

「インフェクションコントロール」「スマートハウスワーク」「ウェルビーイング」の

４つの事業領域でより良い習慣づくりにつながる商品・サービスの提供を目指すもの。

本日はその中から２つの取り組みを紹介。 

 

Ⅳ.より良い習慣づくりへの取り組み 

＜オーラルヘルス＞ 

・当社は創業当時から、児童歯科医院設立、学校での歯科保健活動など多岐にわたる活

動を実施。全国歯みがき大会（1932～2020年で 196万人参加）は象徴的な事例。 

・予防歯科活動はライオン歯科衛生研究所が中心となり、全ライフステージへの口腔保

健の啓発を通じ、消費者の健康な生活習慣づくりにつながる行動変容を牽引し、健康

寿命延伸に貢献。 

・国内ハミガキ市場の拡大や、歯みがき習慣の定着、12歳児虫歯比率低下など、消費者、

歯科医院、行政、教育機関、流通、業界等との共創・協働が消費者の行動変容と社会

価値を創出。 

・予防歯科とはむし歯になってからの治療ではなく、なる前の予防を大切にする考え方 

セルフケア（歯科医師・歯科衛生士の指導により自分で行う歯の手入れ）とプロケア

（歯科医院などでの歯みがき指導、予防措置）の両輪で推進。 

・子どもの歯みがき習慣づくりでの“ＣＸ（体験価値）” の概念を通じた取組み紹介。 

～動画上映「歯みがき嫌いの理由は、ママにもありました。」～ 子どもに親の歯を 

磨かせてみることでお互いが分かりあう「共感」がポイント 

・現在、ＩｏＴ技術を活用した ＩｏＴハブラシ「はみがきのおけいこ」を実証実験中。 

＜インクルーシブ・オーラルケア＞ 

・全ての人にオーラルケアの機会を提供し、よりよい健康習慣を持続可能なものにして

いくために人・社会の課題を見出し、多様なステークホルダーが競争しながら取り組
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む活動 

・生活環境、身体、経済、教育・情報などの様々な状況によりお口のケアが十分にでき

ない人たちがおられる。オーラルケアから健康格差へアプローチする。 

・他方、サステナブルな認証ミントを歯みがきの香料に採用。 

＜インフェクションコントロール＞ 

・菌やウイルスから人々の生活を全方位で守る衛生ソリューション 

・ライオンの技術の原点“洗うこと”。技術の進歩とともに清潔・衛生行動の習慣化を推     

 進 

・1996 年 O-157 契機に 1997 年誕生した「キレイキレイ」ではお子様の衛生習慣の定着

を目指す取り組みを継続的に実施。 

・「ばい菌が怖い」という恐怖訴求的マーケットを「楽しく洗える殺菌ハンドソープ」に。

独自のポジションの確立、家庭・学校での手洗い習慣確立に貢献してきた。 

・個人の習慣→家庭で定着→学校・地域→世界へ拡大 

・過去からの施策例紹介 

 *楽しい手洗の仕掛けづくりの施策例、「香り」と「泡の形」など。 

*清潔・衛生行動の習慣化をみんなで一緒に（手洗体操、講習会、工場見学など） 

*行政（坂出市）との協同の取り組み「手とお口の生活習慣をひろげて、健幸なまちに！」 

*「みんなで広げるキレイの輪」「キレイのリレー」「みんなでつなごうキレイの習慣！  

Produced by キレイキレイ」 

・2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の一方でインフルエンザ感染が激減(前年 

比 1/600)コロナ感染防止対応策（マスク、手洗い、うがい）が奏功したと推察。 

・他方、手洗実態調査からは、自宅内でのケアなどさらに正しい手洗の啓発課題あり。 

・「正しい手洗いの習慣化」の普及啓発活動をアジアでも展開（社会的責任） 

＜キーワードは「習慣づくり」＞ 

・製品づくりだけでなく習慣づくりを行うことで社会課題に取り組み、健康で快適な社

会づくりに貢献できる。 

・はみがき、手あらい、お洗濯など、毎日行うことで生活にリズムができ、心と身体が 

健康になる。 

・「人」と「地球」にとって健やかな未来を消費者・事業者等が協同して創造。 

・習慣づくりという考え方は、エシカル消費（習慣）につながるキーワードだ。 

 

 

【質疑応答】 

Ｑ．消費生活相談員・消費生活アドバイザーなどの資格保有について 

Ａ．お客様センターでは、自分も含めアドバイザー資格やお客様対応専門員（CAP）資格保

有者がいる。消費者市民社会の形成を中心

に消費者教育も含め色々な形でアドバイザ

ーなどの資格は有用だと伝えており、取得

をサポートしている。これから消費者対応
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部門では、エシカル消費・エシカル習慣をしっかり伝えるにはアドバイザー・相談員

の資格は有用。問合せに答えるだけでなく、プラスアルファの情報を提供したい。 

Ｑ．花王と共同の取り組みは、どういうきっかけでか。 

Ａ．抱えている社会課題は一緒で、研究サイドも含めて一緒にどんどんやっていこうとい

うのが発端。今回の施策は研究所が同じ地域にあることから、近隣の流通も加わって

いる。同業者だけでなく流通も含めた形が重要だ。 

Ｑ．家庭内での手指洗浄の重要性・必要性について（オンライン参加者） 

Ａ．菌を取り除くという意味では洗浄が一番重要。手洗い（石鹸、ハンドソープ）の後で

手指消毒剤を使うというやり方がより効果を発揮すると思われる。 

 

③ 「差止請求・申入れの事例報告」 

＜Ｃネット東海の活動と申し入れ事例の紹介＞ 

講師：Ｃネット東海副理事長・検討委員 弁護士 荻原 典子 

・全国の消費生活センターに寄せられた相談

件数は、年間 90万件で高止まり。相談する

のは 8％くらいと言われており、実際の被

害はもっと多い。 

・Ｃネットに寄せられたものでは、健康食品

の通販関係が多い。食品を摂取することが

休肝日を設けることと同じような効果とな

ると誤解するような宣伝文句、630 円のお

試しで安いと思ったら４回の定期購入で１

万円だった等。 

・パッケージや広告は、景品表示法や食品表示法に基づき記載されるべきだが、法律

のルールを知らず、悪意なく違反している例も多く見受けられる。 

・タレントのファンクラブ、スポーツクラブの会員規約の「免責条項」「解除に伴う損

害賠償」に関しては、トラブルが起きやすく相談も多く寄せられている。 

・消費者の苦情が起きやすい契約条項について、見直しを申し入れ。 

・消費者志向経営を進める企業が増えてきているが、Ｃネットもそうした企業に消費

者の声を届けたり、法的視点から意見を言うことで、健全な市場の形成にともに取

り組んでいきたい。 

・多くの適格消費者団体が申入れを行っているが、64％が裁判外で解決。Ｃネットも

適格消費者団体となってから 139 件の申入れをし（11 月末）、大部分は改善できた

が、中には裁判になるケースもある。 

・集団的損害賠償裁判ができる「特定適格消費者団体」を目指している。ご支援を。 

■事例紹介 

・ＮＴＴドコモのドコモオンラインショップの「商品返品の特約等」が、受け取った

商品が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合、動作不良等の初期不

良がある場合、配送中の事故等により、キズ・汚れ等が生じた場合は、ドコモオンラ
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インショップセンターに指定のフォームから当日か、受け取りが午後の場合は翌日中に

連絡しなければ、商品の交換等をしてもらえない規定になっていた。 

・買主の追完請求権（民法５６２条）によると、引き渡された目的物が契約の内容に

適合しないとき代替物の引き渡し等を請求できる。通知期間は 1年以内（民法５６

６条）なのに、あまりにも通知期間が短い。 

 ⇒ 消費者契約法１０条違反（消費者の利益を一方的に害する条項） 

・申入れの結果、特約が変更された。 

＊ 受け取った商品が、見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合、

動作不良等の初期不良がある場合、梱包の不備等によって生じたキズまたは汚

れがある場合には、 

＊ 商品受領日を含む 8日以内にドコモオンラインショップセンターへ指定のフ

ォームから申し出ると商品の交換等をしてもらえる 

＊ 商品受領日から 9日目以降であっても、受け取った商品が見本・カタログ等

と相違していることが明らかな場合等の場合には、ドコモショップまたはドコ

モインフォメーションセンターへ相談すれば商品の交換等をしてもらえる 

 

＜映像配信・インターネット通販事業者の事例＞ 

講師：同 理事・検討委員 弁護士 岩城 善之 

・消費者志向経営とは、モラル＝商道徳に

よるところが大きい。 

・「無期限」の動画を購入しているが、突然、

視聴できなくなったものがある。 

・事業者に問い合わせたところ、「無期限」

でも視聴できなくなる場合があることは

ウェブサイトの「ヘルプ」に表示してい

ると言われ、視聴できなくなった動画の

購入代金を返金してくれない（１件のみ返金された）。今後も返金しないとのこと。 

・Web サイトの商品の宣伝や購入申し込み画面には「無期限」とうたっており、無期

限でも視聴できなくなる場合があるとは書いていない。不当な広告ではないか。 

・問題点…無期限＝未来永劫を想起させる。法的には優良誤認に当たる。実際のもの

よりもよく見せている。 

・事業者は「無期限＝期間の制限なく＝日、週、月単位ではない」という意味で使用。

「無期限」という強い言葉で顧客を誘引。 

・「無期限」の表示の改訂を申入れ 

 ⇒ 「景表法上問題があるとは考えないが、ご指摘はもっとも」として、購入内

容の確認画面に「重要なお知らせ」（赤太字）を追加 → クリックすると「Ｑ

＆Ａ」に飛ぶ…無期限の説明 

・打消し表示は、顧客に打消し表示の正しい意味が伝わらなければならない。表示方

法：文字の大きさ、色、場所、配置関係等、これで十分か？ 
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・無期限の意味を知って、購入を断念する消費者はほとんどいないと思われる。「重要

なお知らせ」をもっと消費者に分かりやすい場所に配置にしても、事業者にとって

損失は発生しない。消費者が容易に気付けるのであれば、ウイン・ウインの関係に

なる＝消費者志向経営になるのではないか。 

 

４．閉会の挨拶：Ｃネット東海理事・事務局 

野澤 厚美 

本日参加された事業者のみなさんには、是非今日のお話を参考にして消費者に目線を向

けた営業活動、事業活動を推進していただき、消費者と事業者がともに寄り添いながら、

健全な事業活動を通じて社会の発展に貢献していけるような取り組みを進めていただき

たい。 


