
２０２２年度名古屋市主催 消費者志向経営セミナー 議事録（概要） 

2022.12.28 

報告 Ｃネット東海事務局 

Ⅰ．開催状況 

・テーマ：消費者志向について 

・日 時：２０２２年１２月２日（金）午後２：００～４：００ 

・会 場：ウインクあいち（愛知県産業労働センター） １２０７会議室 

・参加者：４７名（会場参加者６名、オンライン参加者２６名、主催者・事務局１５名） 

（内訳）事業者21、生協4、相談員2、一般4、会員1 

 

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 杉浦 正枝 

 

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 

本日は消費者志向経営セミナーにご参加いただきまして誠にありがとうございます。 

さて消費者志向経営セミナーでございますが本市主催では平成 26 年度から開始しまして今回

が9回目となります。私ども消費生活課では消費生活の安定向上を図るため本年度から5年間を

計画期間とする第3次名古屋市消費者行政推進プランを策定いたしまして、消費者志向経営につ

きましても、新たなプランを具体的政策に掲げ、今

後とも推進することとしております。その一環とし

て、本日のセミナーを開催させていただきました。 

本日のセミナーは事業者の皆様向けの内容となり

ますが、消費者側にも賢い消費者になっていただか

なければなりません。カスハラへの対策についても

消費生活課として少しでも力になれればというふう

に考えております。本市としては新たなプランのも

と最大限努力して参りますが、課題解決のためには、

事業者の皆様や団体の皆様との連携、協力が大変重

要だと考えておりますので今後とも連携ご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 



２．講演 「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 

消費者庁の田中です。私昨年に続いて2回目です。役人2年生です。去年、消費者庁に参りま

した。それまで35年間キリンという会社に勤務しており、キリンビールの頃は商品開発とか広告

といったマーケティング、営業、企画をしていました。本日お話する消費者志向経営というのが

いわゆる事業者と消費者が対立するのではなくて、一緒になって世の中を良くしていこうという

取り組みです。消費者行政、消費者の社会をもっと豊かにするために、事業者の力を借りたいと

いう趣旨の経営です。 

キリンという会社が過去 10 年ぐらい Creating 

Shared Value、日本語で言えば「三方良し」の経営、

世のため人のために何ができるか考えて商売をやろ

うという取り組みをやっていました。「消費者志向経

営」は「三方良し」の経営と近しいため、現在消費者

庁で「消費者志向経営」を担当しております。消費者

志向経営は、事業者の皆様と、世のため人のために

何ができるかってことを一緒に考えながら取り組ん

でいきたいと考えております。 

 

◇事業者の皆様 こんなお悩みありませんか？ 

消費者志向経営は自主宣言を事業者の方にしていただいて取り組んでいただくものです。いろ

んなお困りごとが解決できるかもしれません。消費者志向経営への参画を検討いただければと思

います。 

・SDGsやサステナブルに関連した何かをしたいけど何すればよくわからない 

・優秀な人材を集めるためには 

・社内を活性化、雰囲気の良い職場にしたい 

◇消費者の購買における意識 

持続可能な社会に対する意識というものが非常にお客様の中でも広がっています。 

・SDGsも認知率9割近く、消費者は企業や社会貢献やサステナブルな取り組みに注目 

・普段の購入する商品は社会貢献に熱心な企業のものを選んでいるというお客様が2割 

・エシカル消費はこれからの時代に必要だと思うというのは過半数 

◇消費者・事業者の協同 

・旧来、消費者行政は消費者被害の防止、行政基盤の整備、地方消費者行政の推進が中心 

・第2期基本計画から消費者教育 

・第3期基本計画および第4期基本計画で、消費者と事業者が一緒になってエシカル消費や消費

者志向経営を推進することで、お互いが協働・共創しながら豊かな消費社会の実現を目指す 

◇消費者志向経営の概念 

・目標は、持続可能な社会に貢献する 

・定義は、消費者と共創・協働して社会価値を向上させる経営。事業者は消費者と共に価値を作

っていく、そして共に働いて世の中を良くしていく経営 

・消費者とは、事業者が提供する商品サービスを現在もしくは将来、利用または関与する可能性

のある主体。高齢者、外国人、障害者、地域住民、エンドユーザー。従業員も消費者 

・共創・協働とは、事業者が消費者との双方向のコミュニケーションにより、消費者がワクワク

する商品・サービス・体験を共有し、消費者とウィン・ウィンの関係になることということ（例：

サーキュラー・エコノミー） 

 



・社会価値とは、事業者が本業を通して地域や社会の課題解決に寄与し、社会全体の持続可能性

向上を目指すことから生み出されるもの。SDGsで言えば17のゴール等々は全て社会価値 

・活動は大きく三つに整理。みんなの声を聞き、かつ生かす。未来次世代のために取り組む。法

令の遵守、コーポレートガバナンスを強化する 

◇消費者志向経営は三方よしの経営 

・消費者志向経営は事業者・消費者・社会にとっての「三方良し」の経営。企業も自分だけのこ

とを考えていても全くうまくいかない。社会、地域、消費者、未来とか地球のことを考えて商

売をやらないと世の中も良くならないし、自分自身が成長できない 

◇消費者志向経営の推進体制 

・土台は、推進組織プラットフォームで消費者志向経営を推進。消費者庁の事務局、消費者志向

経営を推進する基盤の組織（経団連、同友会、ACAP、日本ヒーブ協会、全国消費者団体連絡会、

全国消費生活相談員協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会） 

・事業者は、消費者志向経営に賛同し、実施を意思決定し、自主宣言する。9月末372社 

・自主宣言・実践は、取り組むことを宣言、公表。宣言した内容に基づき、定期的に取り組んだ

結果を自身でフォローアップする。これをグルグル回す 

・有識者は、昨年有識者検討会を開催しており、そこのメンバーの方  々

・真ん中は具体的な取り組み。シンポジウム、セミナー、優良事例表彰、連絡会等  々

◇消費者志向自主宣言事業者数の推移 

・現在372の事業者が自主宣言。どんどん自主宣言をする企業が増えており、中小の方々が増え

ているのは本当に嬉しい 

◇消費者志向自主宣言事業者 

・ビジネスモデルは、B to C以外にも意外とB to B（for Ｃ）も多い。直接の取引先はB to B

だけどその先に消費者がいるビジネスの方が三分の一ぐらい宣言いただいている 

・業種は、製造業、情報通信業、金融業、卸小売業 

◇消費者志向自主宣言事業者一覧 

・愛知県は11事業者、岐阜県は1社が参画。消費者庁から徳島県に未来戦略本部というものを設

置しており、徳島県が実は大阪より自主宣言が多い 

◇消費者志向経営の進め方 

・消費者志向経営は、自主宣言をすることから始まり、内容は完全フリー。既に経営理念があれ

ば、そのまま消費者志向経営の宣言と捉えて問題はない 

◇消費者志向自主宣言のメリット 

・外部的には社会的評価の向上、新規顧客の獲得、認知率の向上、自社のファンの形成、他者と

の交流、情報の取得等  々

・内部的効果には従業員の仕事に対する誇りの形成、従業員のモチベーションアップ、コンプラ

イアンス意識の向上、消費者トラブルの減少 

・中小企業では、理念を社外に伝えることで新規に外からの共感と仲間獲得効果もある 

・キリンの事例など大企業でも効果がある。キリンでは、お客様接点を持っている部署（お客様

センター、営業部門、商品を作る部門、広報部門など）で10回ぐらいミーティングを開いて、

自主宣言を作った。もっとお客様思考の経営をするために何をすべきなのか、どういう考え方

で取り組むべきなのかということがみんなの共通事項になったということ 

◇消費者志向自主宣言の流れ 

・事業者が自ら策定した目標を自主宣言としてWebサイト等で公表後、推進組織のWebサイトの

自主宣言提出フォームで消費者志向経営推進組織に提出する。反社など不適当な場合を除き推

進組織のWebページに掲載される 



・その後、自社の取組に対して自らフォローアップを行う。ステークホルダーが自主宣言を通じ

ての約束と、その進捗確認を行うために取り組んでいただいている。 

◇消費者志向自主宣言の記載項目と内容 

・基本は全部自由。理念と取り組み方針について記入する。字数制限、様式などはない 

・記入したものを消費者庁の消費者推進組織のWebページに投稿すると、自主宣言の提出完了と

なる 

◇フォローアップ活動の公表・提出について 

・自主宣言した内容が今うまくいってるの？ うまくいってないの？ を簡単に記載すればよい 

・作られたフォローアップの内容を推進組織のWebページに投稿して完了 

・内容は、消費者推進組織のWebページを参考にするのもよい。「できた・できてない」みたいな

簡単なものでも、CSRレポートなど決算資料の何ページ参照でもよい 

◇具体的な宣言の内容の決め方 

・普段やっていることを見える化（＝明文化）するだけの話。役員みんなで、あるいは従業員み

んなで話し合って決めたという会社もある 

◇３つの活動から考える ～何からすればよいか？ 

・みんなの声を聴き生かすこと、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と。この三つの切り口で自主宣言を整理するというやり方もある 

◇チェックシートを活用してみよう 

・取組をするための一つのチェックポイントのようなことを整理してチェックシートを作成。原

状点検、活動計画の策定・推進ができる 

・自主宣言「前」に事業者の状況を簡易的に理解できる「必須項目」と、自主宣言「後」も活用

できる「推奨項目」に分かれる 

・経営の高度化を目指すための「高度化編」も用意されている 

◇消費者志向経営の新設する評価軸の枠組み 

・簡単に言うと、ちゃんとPDCAができいてれば消費者志向経営はできいてると考えればよい 

・最初に志を取り決める。それを踏まえての戦略、自社独自の戦略を立案（Plan）。ステークホル

ダーとの共創・協働を行う（Do）。結果、社会価値の向上（Check/Action） 

・加えてこれ全体を包含するものとしてストーリーの独自性というチェックポイントを設定 

◇評価軸における評価項目と評価内容 

・理念、消費者志向経営の策定プランニングをして、消費者と取引先の取組、他のステークホル

ダーとの取組評価チェック、ストーリーの独自性で、最後に法令遵守、コーポレートガバナン

スとこういう項目です。全部フルでできたら最高 

・黄色の網掛けをしているところが、三つのレイヤーの基礎編的な内容 

◇基礎編チェックシート（必須項目） 

・次のページが必須項目。皆様既にやっているんだろうなと思っているような項目 

◇基礎編チェックシート（推奨項目） 

・消費者志向経営のレベルを上げていきたいという企業は、ここをチェック 

◇消費者志向経営優良事例表彰 

・素晴らしい取り組みをやっている企業を表彰することで全体のレベルアップに繋がればと、平

成30年度から実施し、延べ24事業者が受賞 

◇令和3年度優良事例表彰 受賞事業者と選考理由 

＜内閣府特命担当大臣表彰 ピジョン株式会社＞ 

・アンケートや授乳の行動観察を実施し、母親や友人のニーズ、これを積極的に収集し、他社と

差別化した商品開発に繋げている点や極低出生体重児の命を守るための活動を推進するなど、



社会課題の解決に向けた取り組みも積極的に行っている点が評価 

ａ）「柏の葉モニタールーム」：モニタールームの中で授乳するのを従業員が見て、お客さんも

気付いてないインサイトとかを見出す 

ｂ）フリーザーパックを使用する際に折り返し部分に母乳が一部たまったりして無駄になって

しまうので、無駄にならない母乳を冷凍保存するフリーザーパックを開発 

ｃ）社会課題の解決に向けた積極的取組としての母乳バンク。極低出生体重児は母乳を飲ませ

ることが極めて重要であり、母乳バンクを自社の本社ビルの中に設置して提供するという取

組。日本で2か所目 

＜消費者庁長官表彰＞ 

・住友生命保険相互会社：バイタリティという保険で受賞。体を動かしたり健康な行動をとると、

それがインセンティブとして返ってくる保険。お客様の健康に資する、お客様が頑張れば頑

張るほどお客様の健康に寄与して保険料も安くなる仕組みで、お客様との共創・協働を実現 

・株式会社愛媛銀行：地元の愛媛の地方創生を目指して地元企業の企業診断を実施。他にも空き

家対策、リバースモーゲージ等々の取組で地域課題のサービス向上にも取り組む 

・株式会社ロッテ：医師会や自治体と組んでお子様から成年の方々まで、キシリトールによって

虫歯予防取り組まれ、介護予防・認知症予防など健康寿命の延伸にも取り組んでいる 

・パルシステム生活協同組合連合会：多数のお客様の声を聞いた商品の開発。紙パックに入った

ボディソープで環境にやさしい 

・積水ハウス株式会社：わが家を世界一幸せな場所にするのがパーパス。IｏT技術のセンシング

技術を使って非接触で通報できる仕組みやオープンイノベーションをお客様とともに実施 

・株式会社クラダシ：人手不足の農家へ大学生を派遣する事業。大学生はインターンとして農家

で農業研修し、農家は人手不足を補う。クラダシは旅費、宿泊費を提供するビジネスモデル 

＜選考委員長表彰（複数事業者協同取組枠） 花王株式会社×ライオン株式会社＞ 

・詰め替えパックの再生を行う「リサイクリエーション」。本来競合同士の両社が協同して推進。

紙パックをスーパーの店頭で回収して、それを詰め替えパックにリサイクルする。非常に高い

技術を要する 

＜花王株式会社（平成30年度大臣表彰）＞ 

・顧客の立場に立って心を込めたよきもの作りを行うために、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を高く評価 

①消費者の声を商品に活かす仕組み 

ａ）エコーシステム：消費者相談に寄せられた声をデータベースに登録し、全社で共有した

上で、商品改良や表示改善等に活用。 

ｂ）高齢者体験ワークショップ 

②環境負荷ゼロへの取組み 

ａ）スマートホルダーにより詰め替え用製品が本体そのものとして使用可能に 

③ユニバーサルデザインへの取組み 

ａ）力がない人でも押しやすいポンプ 

ｂ）容器に横線を入れてその数でシャンプーかコンディショナーかがわかるサービスを開発 

＜株式会社 広沢自動車学校（令和元年度大臣表彰）＞ 

・卒業後もSNSを活用してきめ細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と

らわれず、消費者側に踏み込んだ活動をされており、消費者とのコミュニケーションが優れて

いる点をよく評価。 →生徒を自分の子供たちと捉えて卒業後も事故をしないことをミッショ

ンとし、卒業後もフォローする。先生のミッションでもあり、業務目標にもなっている 

・二、三十代の女性の先生が多い。 →卒業生が就職。いい学校だから就職するっていうことで、



いわゆる消費者志向経営をやることがリクルートにも繋がっており、企業の活性化やお客様の

満足度の向上にも繋がっている 

＜ライオン株式会社（令和２年度大臣表彰）＞ 

・事業として、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より取り入れ

ている。乳幼児から高齢者まで幅広く、長期にわたって健康習慣作りを働きかけ、その結果を

数値で管理している点を評価。経済効果あるいは社会価値の効果向上にも繋がる 

ａ）顧客の特性に合わせた商品開発として、体に負担をかけない「こすらない」浴室清掃洗

剤の開発 

ｂ）顧客の特性に合わせたサービス開発、歯磨きが大嫌いなお子様にIoT技術を活用したエ

ンタメを見ながら歯磨きができるサービスの開発 

◇消費者志向経営に関する連絡会 

・自主宣言をいただいた事業者の皆様に少しでも消費者志向経営を理解してもらう機会として。

そして消費者志向経営自主宣言事業者同士の情報交換を通して消費者志向経営の場の拡大を目

的として開催 

・有識者の皆様のお話や、事業者の皆さんの実際の取組をお話いただいている 

 

お客さんのために本当にいいことをやりたいという思いがある企業が集まって、皆さんで一緒に

社会を良くしていければ思っています。ぜひ消費者志向経営をご検討ください。 

 

【質疑応答】 

Ｑ１．連絡会にオンラインで参加は可能か？ 

Ａ１．自主宣言をやっていただいた企業の皆様にはご案内をし、ライブで聞いていただいている。 

ホームページの中で、事後で、その資料は掲載している。 

 

Ｑ２．中小企業が消費者志向経営をやっていく

コツのようなもの、特に消費者に向けての

アピールの点で面白いお話があればお聞

かせいただきたい。 

Ａ２．徳島の広沢自動車さんが素晴らしいと思

っているが、消費者志向経営をやっている

からというより元々そういうDNAをお持ち

だったのだと思う。経営者の問題意識みた

いなものが根っこにあって、そこに消費者

志向経営っていうのが乗ってきたことで

よりその推進力が高まった。志を持ってい

らっしゃることが、ベースではすごく大事

だと思う。 

 

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 

◇消費者被害防止ネットワーク東海（Ｃネット東海）の紹介 

・消費者問題は社会情勢の変化にしたがって非常に多様化。2021年全国の消費生活の相談数は84

万件。大体ここ数年90万件前後で推移。実際は少なくともこの20倍の相談がある。 

 



・近年健康食品についての相談が多い。保健的効果があるように誤解させるコピー、具体的な数

値がなくて、実際より優良な商品であると誤解させるようなコピー、価格表示の仕方でお試し

ではなく実は定期購入だったなど。会員サービス業界では、スポーツクラブやタレントファン

クラブの会員規約の問題。 

・消費者志向経営とは、消費者の視点を持つこと、健全な市場の担い手になること、社会的責任

を自覚することということで、SDGsの取り組みも消費者志向経営の推進のひとつ。消費者団体

の立場から持続的な成長、健全な市場が形成できることをお手伝いしたい。 

・適格消費者団体は、法律に基づいて、申し入れすることができ、裁判をする権利も認められて

いる。消費者からの情報提供を受けて、コンプライアンスの観点から検討して、事業者の方に

申し入れをしている。また消費者からの声を聴き、法令を遵守し、将来のために改善するとい

うことをお手伝いしている。 

・Ｃネット東海は、全国に23ある適格消費者団体の一つ。11月25日の時点で設立以来152件の

事業者の方々に申し入れをし（全国一）、大抵の

事業者は消費者目線で、私どもの申し出を受けて

約款等を改善していただいている。その意味では

一緒に消費者志向経営を作っていると思ってい

る。顧問弁護士の代わりとなって、法的観点から

アドバイスをしているということなのかなとも

思っている。 

・東海地区で損害賠償請求ができる特定適格消

費者団体を目指して頑張りたい。名古屋市や愛知

県からの委託を受けて、消費者志向経営や消費者

契約を考えるセミナーを実施している。 

 

・団体正会員もしくは賛助会員を募集している。入会いただけると、当団体のニュースレターを

適宜お届けしている。公開学習会もご案内している。いろいろ教えてもらえて良かったという

声をいただいている。「認定NPO法人」なので、寄附をすると税制上の特典もある。 

 

◇申し入れの事例紹介① 結婚相談所の会員サービス利用規約の雛形に対しての申し入れ 

○問題があると考えられた条項 その１ 

「交際を終了した相手方に連絡を取ることやお会いになることは禁止します 

その他、交際により問題が生じた場合は、会員相互の責任において処理するものとし、当

相談所は一切の責任を負いません。」 

○本条項の問題点 

   ＊過去に他の会員とトラブルを起こしたことのある会員が、結婚相談所の故意・過失により

再度トラブルを起こした場合にも、結婚相談所が一切責任を負わないのはどうか。 

＊消費者契約法８条1項1号及び３号によると 

 債務不履行又は債務の履行に際してされた不法行為により生じた損害を賠償する責任の全

部を免除する条項は無効 

○申し入れの結果  条項が以下のように、改められた 

「交際を終了した相手方に連絡を取ることやお会いになることは禁止します 

その他、交際により問題が生じた場合は、まずもって会員相互にて解決できるように努め

てください。」 

○問題があると考えられた条項 その２ 

 



「万一、退会後に当該のお相手との結婚が判明した場合は、規定の成婚料に加えて調査に要

した興信所等の諸費用も支払う事を承諾します。」 

 ○本条項の問題点 

＊成婚料の支払いを免れようとして、退会した上で、相談所の紹介で知り合った相手と結婚

する事を防ぐ上では一定の合理性 

＊しかし、興信所等の調査費用は、依頼内容によってはかなりの高額になることもある。相

当因果関係がない損害の賠償までさせることにはならないか。 

＊消費者契約法１０条に抵触する恐れ 

○申し入れの結果  条項が以下のように、改められた 

「万一、退会後に当該のお相手との結婚が判明した場合は、規定の成婚料に加えて調査に要

した興信所等の諸費用も支払う事を承諾します。 

  但し、お支払い頂く、調査に要した興信所等の諸費用の上限は、金７０万円とさせて頂

きます。」 

○問題があると考えられた条項 その３ 

「この規約の内容は、今後様々な事情の応じて任意に変更されることがありますが、 

当相談所はその変更について必ずしも随時会員にお知らせすることは致しません。 

   会員には将来の変更も含めて同意して頂きます。」 

○本条項の問題点 

  ＊定型約款の変更について定める民法５４８条の４に抵触し、無効 

＊同条項は、個別に相手方と同意することなく変更することができるのは 

① 相手の一般の利益に適合するときか 

② 契約した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更することが

ある旨の定めの有無、及びその内容その他変更に係る事情に照らして合理的なものに

限られる 

③ また、変更後の約款の効力発生時期を定め、かつ、変更する旨、変更後の約款の内容

ならびに効力発生時期をインターネットの利用その他適切な方法で周知しなければそ

の効力は生じないとしている。 

○申し入れの結果  条項が以下のように、改められた 

「当相談所は以下の場合に当相談所の裁量により、この規約を変更することができます。 

（１）規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき 

（２）規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

・当相談所は、前項による規約の変更にあたり、変更後の規約の効力発生日の1ヶ月

前までに、規約を変更する旨及び変更後の異様規約の内容とその効力発生時期を当

社ウエブサイトに掲示する方法にて周知します。 

・変更後の規約の効力発生日以降に会員が本サービスを利用したときは、会員は、規

約の変更に同意したものとみなします。 

 

◇申し入れの事例紹介② 法律事務所に対する申入れ 

講師：Ｃネット東海理事・検討委員 弁護士 岩城 善之 

○景品表示法５条 

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示

をしてはならない。 



①商品又は役務の品質、規格その他の内容につ

いて、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違し

て当該事業者と同種若しくは類似の商品若し

くは役務を供給している他の事業者に係るも

のよりも著しく優良であると示す表示であつ

て、不当に顧客を誘引し、一般消費者による

自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが

あると認められるもの 【優良誤認】 

②商品又は役務の価格その他の取引条件につい

て、実際のもの又は当該事業者と同種若しく

は類似の商品若しくは役務を供給している他

の事業者に係るものよりも取引の相手方に著

しく有利であると一般消費者に誤認される表

示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する

おそれがあると認められるもの 【有利誤認】 

③略 

○景品表示法５条で規制される例 

   ＊優良誤認 ・神戸牛と記載していたが、本当はオーストラリア産だった 

・天然ダイヤと記載していたが、全部人造ダイヤだった 

・100万回使用しても焦げ付き防止効果が継続するフライパン 

・首下げ型空間除菌剤 新型コロナウイルスを98％除去 

   ＊有利誤認 ・12800円  →  5800円 

・葬儀が79800円でできる！  ※実際はスタッフ代、火葬代などが必要。 

○同事務所のHPの記載に誤認させうる表示があるとの情報提供があった 

 
 ○表示の問題点 ： 景品表示法５条２号（有利誤認）に反する 

   ①着手金・成功報酬方式を採る法律事務所に比べ、その法律事務所の弁護士費用が著しく低

額であるかのように表記している点  

②法律事務所の報酬基準は様々であり、回収金額によっても費用総額が異なってくるため、

そもそも一般的な基準との比較というのはできない。 

   ○申し入れの結果  左の図の左側のグラフが削除された。 

 



 

４．閉会の挨拶：Ｃネット東海事務局長 伊藤 英樹 

本日のお話を聞いていただいて、自分の会社でもこれだったらできるんじゃないかということで、

自信を持っていただけた方も多数いらっしゃるかと思います。来年は、できればこの場で「自主宣

言」の報告をしていただけると、今日の成果があったのかと思います。ぜひ前向きに御検討いただ

けたらと思います。最後に、今日と同じような趣旨の取り組みで、愛知県の主催で「優良事業者育

成セミナー」というのを来年の2月10日に予定しております。今度は実際に宣言をされ、取り組み

を表彰された会社の方からお話を伺うことになっております。実践的な中身を聞いていただけると

思いますので、お時間がよろしければご参加ください。 


