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１．割賦販売法等における互助会
の位置づけ 



冠婚葬祭互助会（前払式特定取引業）の取引形態 

互助会が役務提供を行う場合 互助会が取次のみを行う場合 

互助会 

②掛金の支払 

会員 ①契約 

③役務（サービス）の提供 

互助会 会員 

②掛金の支払 

①契約 

施行会社 
 ③役務 
（サービス）の   
   提供 
 

（施行委託契約） 
4 

冠婚葬祭互助会（以下「互助会」）とは、前払いの分割方式（注）で会員から 掛け金を預か
り、通常よりも安い価格で葬儀や結婚式の役務の施行又はその取次を行う事業であり、割
賦販売法上の前払式特定取引業に該当する、経済産業大臣の許可事業である。 
 
（注）前払いの分割方式： 
 ２か月以上の期間にわたり、かつ、３回以上に分割して掛け金を受領すること。一般的
に、月々の掛け金は1,000円～5,000円、完納回数は60回～120回が多い（各互助会が約
款において規定）。 
 

１ー１．冠婚葬祭互助会（前払式特定取引業）の仕組み 
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○業界の概要  
 ・事業者数  ２９０事業者（平成２５年３月末現在） 
 ・契約件数  約２,３９６万件（前年比＋０．６％） 
 ・前受金残高 約２兆３６００億円（前年比＋１．３％） 
            （昭和４８年以降、一貫して増加。ただし、近年の伸び率は鈍化。） 

１－２．互助会業界の概要と割賦販売法による規制  

 割賦販売法は、事業者が消費者から代金を分割して受領することに伴う規制を定めており、
互助会事業者は指定役務（葬儀等）の提供又は提供の取次に先立って代金を受領する事業
として経済産業大臣の許可を得る必要がある。 
【割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）（抄）】 
（定義） 
第二条   
６  この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定

める役務（以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」
という。）の提供に先立ってその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、
三回以上に分割して受領するものをいう。 
二  指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受ける者 
 
（前払式特定取引業の許可） 
第三十五条の三の六十一  前払式特定取引は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次
の場合は、この限りでない。 
 
【割賦販売法施行令（昭和三十六年十一月一日政令第三百四十一号）（抄）】 
（指定商品等） 
第一条  （略） 
４  法第二条第六項 の政令で定める役務は、別表第二に掲げる役務とする。 
別表第二（第一条関係）  
一 婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供、衣服の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付 
二 葬式のための祭壇の貸与その他の便益の提供及びこれに附随する物品の給付 
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時期  事項 

昭和36年 
 割賦販売法の制定 
 冠婚葬祭互助会事業者は規制対象に含まず。 

昭和48年 
 

 

 改正割賦販売法施行（前払式特定取引（互助会及び友の会）を対象に追加） 
 互助会を通商産業大臣の許可事業とした。 
 割賦販売法施行規則中で、消費者から契約の解除ができない旨の特約を禁止
し、解約する際には６０日以内に返金することを義務化した。 
 この改正を受け、全互協は転居･生活保護等やむを得ぬ事情による場合に限定
して契約解除を認め、解約時には募集手数料等を差し引いて返金する旨の標準
約款を作成した。 

昭和56年 
 

 経済企画庁国民生活審議会消費者政策部会報告 

 「消費者は合理的な解約手数料を支払うことにより解約を自由に行うことができ
るという条項に改める必要がある。（中略）解約手数料の多寡に関する苦情も多
いが、これについては満期前と満期後の解約に差を設けることや、解約事由の如
何により差を設けること等、消費者の意識に沿った合理的な額を各業者が設定す
る必要がある。」 

原
則
解
約
不
可 

１－３．互助会業界を巡る法令等の経緯（１） 
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解
約
自
由 

１－３．互助会業界を巡る法令等の経緯（２） 

時期  事項 

昭和58年 

 

 割賦販売審議会答申 
 「２．解約について 
（１）現行標準約款の解約制限的条項を改め、契約は消費者（中略）の申出により解除
することができるものとするべきである。 
（２）解約時には、消費者がすでに支払った額から「契約の締結および履行のために通
常要する費用の額」（中略）を控除した額を原則として消費者本人に返還することとする
（略）。」 
 この答申を受け、全互協は加入者の申出により解約が可能であり、解約時には
募集手数料等を差し引いて返金する旨を定めた標準約款に改正。 

平成13年 

  
 消費者契約法施行 
 

 
 

 割賦販売法施行規則改正 
  解約払戻金の支払い期日を60日以内から45日以内とする改正。これを受け全互協
は、45日以内に返金する旨、標準約款を改正。 
 

平成21年 

 

 改正特定商取引に関する法律施行 
 指定役務制を廃止。訪問販売形態による互助会契約も規制対象（クーリング・オフ規
定等の適用）となった。 

原
則
解
約
不
可 
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＜参考＞解約手数料にかかる関係法令の条文（１） 

【割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）（抄）】 
 
第二条  この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。 

一  購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以

上に分割して受領すること（購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者（以下「役務提供
事業者」という。）の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、そ
の預金のうちから商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領することを含む。）を条件として指定商品若しくは指定権利を販
売し、又は指定役務を提供すること。 

二 それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができる
カードその他の物又は番号、記号その他の符号（以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「カード等」とい
う。）をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者（以下この項及び次項、次条、第四
条の二（第二十九条の四第一項において準用する場合を含む。）、第二十九条の二並びに第三十八条において「利用者」とい
う。）に交付し又は付与し、あらかじめ定められた時期ごとに、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当
該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価の合計額を基礎としてあらかじめ定められ
た方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務
を提供すること 

（略） 
６  この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定

める役務（以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役
務」という。）の提供に先立ってその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、
かつ、三回以上に分割して受領するものをいう。 
一  商品の売買の取次ぎ 購入者 
二  指定役務の提供又は指定役務の提供をすること若しくは指定役務の提供を受けることの取次ぎ 当該指定役務の提供を受け

る者 
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＜参考＞解約手数料にかかる関係法令の条文（２） 
【割賦販売法（昭和三十六年法律第百五十九号）（抄）】 
(契約の解除等に伴う損害賠償等の制限) 
第六条 
  割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務

を提供する契約が解除された場合（第三項及び第四項に規定する場合を除く。）には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあると
きにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を
超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。  

一  ～ 二 略 
三  当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は

当該役務の提供の開始前である場合（次号に掲げる場合を除く。）契約の締結及び履行のために通常要する費用の額  
（準用規定）  
第三十五条の三の六十二 
  第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に
準用する(以下略)。 
 

（※）第六条は「前払式特定取引」に準用されていない。 
 

【特定商取引に関する法律（昭和五十一年法律第五十七号）（抄）】 
（訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限） 
第十条  販売業者又は役務提供事業者は、第五条第一項各号のいずれかに該当する売買契約又は役務提供契約の締結をした場合

において、その売買契約又はその役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、
次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金
銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 

一～三 （略） 
四 当該契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行の

ために通常要する費用の額 
  

【消費者契約法（平成十二年五月十二日法律第六十一号）（抄）】 
（消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効） 
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項にお

いて設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均
的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 
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２．解約手数料について 
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（１）平成20年9月、京都の適格消費者団体らが、冠婚葬祭互助会事業者（(株)セレマ）を  
相手取り、契約約款に定める解約手数料が高額であるとして、解約手数料規定の使用差止
めを求め提訴。平成23年12月に(株)セレマが敗訴。 

（２）本年1月25日の大阪高裁判決でも(株)セレマは敗訴。判決では、割賦販売法（第6条）の

類推適用はないとした上で、「訪問販売形式による契約の場合は特定商取引法、それ以外の
場合は消費者契約法の考え方にそれぞれに則って、解約手数料を算定すべき」と判断。 

（３）具体的には、解約手数料に含めることのできる範囲として、月々の掛け金を収受するの
に要する金融機関への振替手数料（本件の場合1ヶ月60円）等の実費分(74.27円×初月を
除く振込月数)のみが認められ、(株)セレマが主張した会員の募集・管理に要する人件費等を
含めることは認められなかった。 

（４）現在、適格消費者団体らが上告受理申立中。（株）セレマ側も附帯上告受理申立中。 

 

２－１．互助会に対する解約手数料訴訟の経緯 

【参考】他の互助会に係る解約手数料訴訟 
 ①（株）日本セレモニー（福岡）に対する訴訟 
  福岡県の適格消費者団体が、同社の契約約款における解約手数料規定の使用差止めを求め提訴。 
  現在、福岡地裁で係争中。 
 ②（株）サンレー、（株）セレマ、オークス（株）、（株）村井（いずれも金沢）に対する訴訟 
  ４社の元会員約４０名が、解約手数料の返還を求め提訴。現在、金沢地裁で係争中。 
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（１）解約手数料とは 
 互助会契約は、積立て開始から施行までの期間が長期にわたることから、施行まで至らず
に途中で解約される場合がある。その際には、解約までにかかった経費等を手数料として差
し引いて、積立金を返還している事業者が多い。 
 
（２）解約手数料の設定 
 業界では、各互助会事業者の参考となるモデル約款を作成しており、実際に多くの事業者
がモデル約款に沿った内容の契約約款を作成・使用している。 
 解約手数料についてもモデル約款に規定があり、月々の掛金や消費者が既に支払った回
数等によって、手数料額が細かく設定されている。 

２－２．解約手数料問題の概要（１） 

 【参考例】モデル約款による手数料額 （月額3,000円 ×100回払い＝総額30万円 の契約の場合） 

      ※募集費のみ固定、それ以外の数値は支払い回数により変動。 
 
 

～
 

支払回数 
払込額 
（合計） 

[a] 

    
解約手数料 

[b] 

返金 
[a-b] 募集費 集金費 

1 3,000 17,700 0 17,700 0 
  (略)   

6 18,000 17,700 1250 18,950 0 
7 21,000 17,700 1500 19,200 1,800 

  (略)   

50 150,000 17,700 12,250 29,950 120,050 
  (略)   

100 300,000 17,700 24,750 42,450 257,550 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
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（３）解約手数料の見直し 
 (株)セレマは、判決で示されたとおりの計算式となるよう、自社の契約約款を修正済。また、

大手互助会を中心にすでに３９の互助会で独自に見直しを実施済み（この３９社の前受金残
高は全互助会の前受金残高の約半額の１兆１０００億円弱）。 

２－２．解約手数料問題の概要（２） 

【参考例】大阪高裁判決による手数料額 （月額3,000円×100回払い＝総額30万円 の契約の場合） 

※過去の手数料は、モデル約款どおりの方法で計算。 
  現在の手数料は、判決どおりの方法で計算（1円未満の端数切り捨て）。 

支払回数 
払込額（合計） 

[a] 

  

解約手数料 
[b] 

返金 
[a-b] 

計算式 
74.27×（払込み×契約月数-1） 

1 3,000 74.27×0 0 3,000 
  （略） 

7 21,000 74.27×6 446 20,554 
  （略） 

50 150,000 74.27×49 3,639 146,361 
  （略） 

100 300,000 74.27×99 7,353 292,647 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
 

～
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２－３．解約手数料訴訟の争点 
解約手数料訴訟（(株)セレマに関する解約手数料訴訟）の１審（京都地裁）・２審（大阪高
裁）における主な争点は、以下のとおり。 

 ②「平均的な損害」の範囲 
  論点：（１）消費者契約法第９条第１号にいう「平均的な損害」の解釈 
      （２）全互協の標準約款に基づく約款の適法性 
      （３）どのような費用が「平均的な損害」にあたるのか 
 

  結論：（１）同種契約において通常要する必要経費（※）の額 
        （※）必要経費＝性質上個々の契約との間において関連性が認められるもの 

        本件においては、損害賠償の範囲は原状回復を内容とするものに限定されるべきであり、 
        具体的には契約の締結及び履行のために通常要する平均的な額が、「平均的な損害」と 
        解される。 

      （２）全互協の標準約款を充足していても、個別の約款の適法性については、消費者契約法に 
         照らして判断すべき。 
      （３）人件費は、セレマの事業の運営にかかる一般的な経費であって、「平均的な損害」に含ま 
        れない。入会関連書類作成費、振替手数料等は含まれる。 

 ①割賦販売法の規定の適用の有無 
  論点：前払式割賦販売に係る解約手数料の制限規定は、互助会に対して適用されるか？ 
  結論：互助会に対しては適用されない。 

③特定商取引法との関係 
  論点：特定商取引法が適用される契約の場合、消費者契約法の規定との関係はどうなるのか。 
  結論：冠婚葬祭の施行が発生する前であれば、２つの法律の定めが具体的に意味する内容は同じ。 
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２－４．「平均的な損害」の範囲の詳細（１） 

【地裁判決】・・・ 平均的な損害＝当該事業者に生じる損害の額の平均値 
 「消費者契約法９条１号にいう「平均的な損害」とは、契約の解除の事由、時期等により同一の区分に
分類される複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値をいうと解され
る。」（P28）  

【高裁判決】・・・ 平均的な損害＝同種契約において通常要する必要経費（※）の額 
          ※必要経費＝性質上個々の契約との間において関連性が認められるもの       

 「消費者契約法９条１号にいう「平均的な損害」とは、」「解除の事由、時期等により同一の区分に分類さ
れる複数の同種の契約の解除に伴い、当該事業者に生じる損害の額の平均値をいうと解される。」（P35） 
 「本件においては、損害賠償の範囲は原状回復を内容とするものに限定されるべきであり、具体的には
契約の締結及び履行のために通常要する平均的な額が、「平均的な損害」となるものと解される。そして、
上記の平均的な費用（経費）の額というのは、現実に生じた費用の額ではなく、同種契約において通常要
する必要経費の額を指すものというべきであり、ここでいう必要経費とは、契約の相手方である消費者に
負担させることが正当化されるもの、言い換えれば、性質上個々の契約（消費者契約）との間において関
連性が認められるものを意味するものと解するのが相当である。」（P35） 

【争点】 
 本件互助会契約は消費者契約法９条１号に規定する「平均的な損害」を超えているか。 

 → 超えた部分があると認められれば、当該部分は無効となる。  

（１）消費者契約法第９条第１号にいう「平均的な損害」の解釈 
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２－４．「平均的な損害」の範囲の詳細（２） 

【地裁判決】・・・ 全互協の標準約款をもって直ちに合理的な規定とはいえない。 
 「業界団体が作成した標準約款については、その内容が合理的である場合には平均的損害の算定に
あたって考慮する余地はあるものの」、「人件費のうち、不特定多数の消費者との関係での費用で一人
の消費者による契約の解約にかかわらず常に生じるものはそもそも平均的な損害に含まれないという
べきであるし、契約金額から解約手数料を算定するに至った根拠について具体的に明らかとなっていな
い上記標準約款をもって直ちに合理的な規定として考慮することはできない」（P36） 

【高裁判決】・・・ 全互協の標準約款を充足していても、消費者契約法に照らして判断すべき。    
 「全互協の標準約款の定める解約手数料が割賦販売法６条１項３号の定める基準を充足しているかどう
か自体について疑問がある上に、仮に同約款が昭和５８年当時の標準的な契約金額が１２万円であると
の実態調査の結果を踏まえて所管官庁と協議した結果制定されたものであり、控訴人セレマが同約款の
定める解約手数料が割賦販売法６条１項３号の定める基準を充足している旨認識していたとしても、遅く
とも消費者契約法が施行された平成１３年４月１日以降は、セレマ解約金条項に割賦販売法６条１項３号
を類推適用することができない以上、同条項の効力については、消費者契約法８条ないし同法１０条に照
らして判断すべきである。控訴人セレマの主張は独自の見解であって、採用することができない」（P34） 

（２） 全互協の標準約款に基づく約款の適法性 
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２－４．「平均的な損害」の範囲の詳細（３）－１ 
（３） どのような費用が「平均的な損害」にあたるのか 
【地裁判決】  
「（３） 被告セレマは、（中略）①会員募集費、②会員管理費、③物的設備準備費、④逸失利益に相当す
る損害が生じたと主張する。 
 ア まず、③物的設備準備費についてみると、（中略）不動産や動産等は、（中略）会員以外の顧客に対
しても提供されるため、（中略）上記不動産等の管理等にかかる費用は上記消費者が解約したか否かに
かかわらず生じるものである（中略） ①会員募集費及び②会員管理費のうち、訪問販売員に対して支払う

基本給及び会員管理用コンピューター導入費、同維持管理費についても、（中略）契約の解約にかかわら
ず常に生じるもの（中略）上記各費用が（中略）平均的な損害には含まれないと考えられる。 
 イ 次に、④逸失利益については、（中略）当該消費者による冠婚葬祭の施行に関する収入は被告セレ
マが合理的に期待しうる収入ということはできず、（中略）平均的な損害には含まれないとも考えられる。」
（P29） 
  

「本件互助契約の会員募集、会員管理、物的設備準備といった作業も、葬儀が施行される際の追加役務
の注文獲得を主たる目的に行われる営業活動の一環と位置づけるのが合理的であるともいえる」（P33） 
 

 「（６） ア （略）消費者と契約を締結したことにより訪問販売に対して支払われる出来高給については、
（中略）平均的な損害に含まれうる。（中略）本件互助契約の関係では、代理店に支払われた手数料は契
約の中途解約により返金されることからすれば、（中略）平均的な損害の認定に算入することはできない。 
 イ 上記（３）ア、イ、及び上記ア記載の各費用以外の費用については、（中略）平均的な損害に含まれう
る。（中略）費用の算定につき、被告セレマは、契約締結に至らなかった者に対する費用を含む損益計算
書をもとに契約口数で割るという算定方法を採っており、契約締結に至らなかった者の数が想定できない
以上、この算定方法をもって会員募集費、会員管理費を認定することはできない。」（P34） 
 

 「月掛金を１回振り替える毎に被告セレマが負担した５８円の振替費用をもって、消費者契約法９条１号
の平均的な損害に当たるということができる」（P36） 
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２－４．「平均的な損害」の範囲の詳細（３）－２ 
（３） どのような費用が「平均的な損害」にあたるのか 

【高裁判決】・・・人件費は含まれない。入会関連書類作成費、振替手数料等は含まれる。 
 人件費等は、「本件互助契約を締結し、その後解約した一人の消費者のみならず、その他の会員や会
員以外の顧客の関係でも生じ得る一般的な費用であって、個々の契約との関連性は認められないか、認
められるとしても極めて希薄である。したがって、これらの経費（人件費）は控訴人セレマの事業の運営に
かかる一般的な経費であって、「平均的な損害」に含まれる上記の意味の必要経費には当たらないという
べきである。」（P36） 
 
 入会関連書類の作成費用は、「個々の契約との具体的結びつきが認められ、同業他社でも通常支出を
しているものと考えられるから、上記の意味の必要経費として「平均的な損害」に含まれる。」（P37) 
  「控訴人セレマは、「集金費用」として、月掛金振替手数料５８円と振替不能となった場合の通知の送付

費用（１件５０円の郵送代）２円を合わせて６０円、「全日本ニュース作成・送付費用」として、毎月会員向け
に発行される冊子である「全日本ニュース」の作成・送付費用９．８１円、「入金状況通知」として、支払状
況を集金中の会員に毎月通知する費用４．４６円（いずれも会員１人当たりの金額）を支払っていることが
認められ、これらの費用は「平均的な損害」に含まれる。」（P38） 
 
 「控訴人セレマにおいては、互助会事業は、冠婚葬祭のうち葬儀業と密接に結びつき、互助会が葬儀業
の事業収入確保を担っている面があることからすれば、互助会事業がそれ自体で健全な運営ができるよ
うに収支相当となっている必要があるとまではいうことができず、互助会会員の募集・管理に関する経費
を途中で解約する会員から解約手数料として当然に回収出来るということにはならない。」（P41） 
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 御議論いただきたい点 

 （株）セレマに関する解約手数料訴訟において、（株）セレマ個社についての「平
均的な損害」は上記の通り判示されている。 
 
 当該判示について分析すると、以下３つのケースが存在すると考えられる。 
 １．セレマ個社に関する判断だが、互助会一般に適用できると思われる判断 
 ２．セレマ個社の経営形態に着目した判断であるため、他の互助会に適用すべき

か議論を要すると思われる判断 
 ３．セレマから主張がなかったため訴訟において判断が示されなかったもの 
 
 互助会との契約に係る解約手数料にどの様な費用を含めるべきか、法令の趣旨
や他の判例等も踏まえて、検討を深め、現行法制下での解約手数料のあり方の整
理を行うことが必要ではないか。 
 
 また、上記の整理を行った上で、互助会に係る解約手数料を割賦販売法の中に
位置づけるべきという意見について検討することが必要ではないか。 
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＜参考＞互助会に適用される法律（１） 

  割賦販売法 特定商取引法 消費者契約法 

施行時期   昭和３６年 

昭和５１年 
※当初は「訪問販売法」。平成
１２年改正時に「特定商取引
法」に改称。 

平成13年 

目的   
消費者から代金を分割し
て受領することに伴う規
制を実施。 

販売方法の特殊性に着目
した、トラブル防止のため
の規制を実施。 

消費者と事業者との情
報・交渉力の格差に着
目した、消費者の利益
の擁護のための規制を
実施。 

解約手数料 

限度（例） 

「契約の締結及び履行の
ために通常要する費用」
（第６条） 
※役務提供等の開始前に解
約した場合 

「契約の締結及び履行の
ために通常要する費用」 
（第１０条） 
※訪問販売の場合 

「当該契約と同種の契
約の解除に伴い当該事
業者に生ずべき平均的
な損害」（第９条） 

対象 
ミシン等の指定商品に係
る前払式割賦販売 

訪問販売、電話勧誘販売
等の特定の取引類型 

あらゆる取引分野にお
ける消費者契約 
※ただし、「他の法律に別
段の定めがあるときは、そ
の定めるところによる」 
（第１１条） 

 互助会は、基本的には割賦販売法の規制に服するが、一部他の消費者契約関連
法の規制によるところもある。 
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＜参考＞互助会に適用される法律（２） 

【参考】互助会契約以外の契約に係る解約手数料の制限 
 特定商取引法は、別途、特定継続的役務（エステ・学習塾等）を提供する契約に対する規制も規定しており、当該契
約に係る解約手数料については、特定継続的役務の種類ごとに政令で具体的な上限値を設定している。 

  割賦販売法 特定商取引法 消費者契約法 

互助会と
の関係 

適用時期 
昭和４８年法改正時 
（互助会を規制対象化） 

平成20年法改正時 
（指定役務制を撤廃） 

平成13年施行時 

規制内容 
・営業許可制 
（財産等に係る基準あり） 
・前受金の保全義務  等 

・再勧誘の禁止 
・不実告知等の禁止 
・解約手数料の制限  等  

・契約条項の制限 
・解約手数料の制限 等  

解約手数料規
定の適用 
※括弧内は大阪
高裁判決の考え
方 

 

適用なし 
 （適用なし） 
 

訪問販売等により契約を
締結した場合のみ適用。
（消費者契約法の「平均的
な損害」と同じ内容。） 

特定商取引法が適用さ
れない場合のみ適用。 
（原状回復を内容とす
るものに限定。） 
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冠婚葬祭互助会 事業者数の推移 (億円) 

(社) 

冠婚葬祭互助会 前受金の推移 

( 年) 

＜参考＞互助会業界の現状（１）－近年の状況 
＜特 徴＞ 
  ○人口動態の変化（少子化、高齢化）により、婚礼部門の縮小と葬祭部門の拡大が最近 

の傾向。 
 ○消費者意識の変化（家族葬など小規模化）により葬祭の施行単価は減少傾向。 
 ○バブル期の過大な設備投資や市場の飽和・競争激化、消費者ニーズの変化により、経 

営不振互助会も多く存在している。  
 ○経営不振互助会については、従来、業界主導により近隣の互助会等が会員引受けを行 

うことで消費者保護を図ってきた。 
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前受金残高 前受金対前年伸び率 

2兆3641億円 
(H25.3末) 

+1.3% 
(H25.3末) 

＊３月末基準日 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
O:\02前払\◆参考資料\基礎データ等資料　　★（所管事項説明グラフ）前受金・加入件数等推移表.xlsx　のグラフを修正
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＜参考＞互助会業界の現状（２）－ 互助会シェア  
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＜特 徴＞ 
 ○葬祭においては、互助会の売上高・市場シェアが過去１０年間で上昇。 
  （年間売上高４８％上昇、１６８０億円増。（Ｈ１２年３，４９５億円→２１年５，１７３億円） 
       シェアは６．０％ポイント増（平成１２年２４．３％ → ３０．３％） ） 
 ○冠婚においては、互助会の売上高・市場シェアは過去１０年間で減少。 
  （年間売上高△２１．６％、５００億円の減少。（Ｈ１２年２，３４７億円→２１年１，８３９億円） 
       シェアは３．６％ポイント低下 （平成１２年１８．４％→平成２１年１４．８％） ） 

【冠婚市場規模と互助会売上・シェア】 
 
 

(互助会売上は互助会保証㈱契約先１７０社の売上高からの算定値、冠婚及び葬祭市場規模は、特定サービス産業動態調
査、ブライダル研究所推計値及び人口動態統計からの算定値。互助会保証（株）作成。) 

【葬祭市場規模と互助会売上・シェア】 
 
 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
O:\02前払\◆参考資料\基礎データ等資料　　★（所管事項説明グラフ）前受金・加入件数等推移表.xlsx　のグラフを修正



○互助会に関する苦情・相談件数は、横ばい。 
○前払割賦（互助会等）に関する経済産業省消費者相談室への相談・苦情内容は、
解約関連が最も多い。具体的には、「解約になかなか応じない」、「解約に時間がかか
る」、「解約手数料の金額」など。 
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  H13FY  H14FY  H15FY  H16FY  H17FY  H18FY  H19FY  H20FY  H21FY H22FY H23FY 

METI消費者
相談室  

499 354 491 366 397 415 
359 400 322 367 347 全体数 

(198) (218) (179) (194) (238) 
うち解約 
関連※２ 

(独)国民生
活 

センター 
[PIONET] 
(※１)  

1,802 2,046 2,280 1,858 2,249 2,489 

2,634 2,702 2,835 2,304 2,692 全体数 

(1,982) (1,881) (2,013) (1,617) (1,949) 
うち解約 
関連※２ 

（社）全互協
消費者相談
センター  

1,341 1,313 1,436 1,279 1,194 1,031 
905 790 747 684 536 全体数 

(590) (474) (441) (383) (293) 
うち解約 
関連 

※１・・・PIO-NETから各年度の商品役務名「冠婚葬祭互助会（部分一致）」で検索した相談・苦情件数 

※２・・・相談件名に「解約」というキーワードが含まれている件数 

＜参考＞消費者からの相談・苦情状況  
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