N A C S 活 動 2 5 年 のあゆみ

NACS活動25年のあゆみ
【1988-1993】

NACSの動き
●NACS社団法人設立許可書授与
●設立記念式典開催
（本部、東日本・中部・西日本支部開設）

西暦

社会の出来事・消費者問題等

（年号）

1988年

●瀬戸大橋・青函トンネル開通

（昭和63年） ●水俣病、最高裁で刑事責任確定
●訪問販売等に関する法律改定
●無限連鎖講防止に関する

●消費生活アドバイザー制度普及事業開始

法律改正

●「電話相談ウィークエンド・テレホン」事業開始

｢高齢者なんでも110番」

●第1回消費者月間

●NACS本部通信発行

●高校での消費者教育事業（講師派遣）開始
●商品事故なんでも110番（東）

1989年

（平成元年）

●訪問販売なんでも110番（西）

●フロン全廃宣言を採択

（ヘルシンキ会議）
●消費税3％導入
●内外価格差問題化
●日経平均株価最高値記録38,915円
●原野商法相次ぎ摘発

●通産省とNACSと語る会
●カードなんでも110番

1990年

（平成2年）

●クレジットカードに対するユーザー意識と

●第15回神戸会議に参加

●ゴミ・産業廃棄物問題深刻化
●通産省「消費者志向優良企業表彰制度」創設

入会申込書の実態調査

●ウィークエンドテレホン開設

●東西ドイツ統一

●消費者教育支援センター設立

1991年

（平成3年）

●ソ連邦崩壊・中東湾岸戦争勃発
●バブル景気（1986〜1991年）のピーク

●消費生活アドバイザー受験対策講座開設

●牛肉・オレンジの自由化スタート

●旅行なんでも110番

●雲仙普賢岳で火砕流発生
●ダイアルQ2の苦情多発

●第1回消費者問題懇話会開催
●塾・英会話・エステ110番

1992年

（平成4年）

●製造物責任法に関する調査

●ＰＫＯ法案成立
●東海道新幹線に「のぞみ」登場
●多額多重債務による個人破産が過去最高

●学校教育テキスト・ビデオ作成スタート

●情報誌「NACSeyes」創刊号発行
●資格商法なんでも110番
●電話勧誘による資格商法に関する実態調査

1993年

（平成5年）

●北海道南西沖地震発生
●冷夏によるコメ不足でコメの緊急輸入
●サッカーＪリーグ開幕
●製造物責任法制定を求める消費者の

請願署名全国で245万人を超える
●マルチ・マルチまがい商法の被害急増
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【1994-1999】

NACSの動き

西暦

社会の出来事・消費者問題等

（年号）

●製品の安全性に対する消費者の意識と

1994年
実態に関する調査（通産省モニタリング調査） （平成6年）

●商品トラブルなんでも110番

●関西国際空港開港
●国産米品薄でコメ価格急騰
●カラーTV発火事故で

メーカー敗訴（大阪地裁）

●NACS叢書「みんなが知らない食品表示」

神戸賞受賞

●金融商品なんでも110番
●製品の警告表示に対する消費者の意識調査

1995年

（平成7年）

●企業のためのPL対策講座開催

●阪神・淡路大震災発生
●地下鉄サリン事件発生
●「規制緩和推進計画」決定
●製造物責任法施行
●コメの流通規制緩和

●金融商品なんでも110番
●金融機関に対する消費者意識調査

1996年

（平成8年）

新食糧法成立

●ペルー日本大使館をゲリラが襲撃
●欧州で狂牛病発生

●消費者の輸入品に対する意識調査

●O-157による食中毒続発

●省エネルギー調査

●改正保険業法・改正旅行業法・

−地域による省エネの工夫

●全国消費者団体連絡会に加入
●通信トラブルなんでも110番

改正訪問販売法施行

1997年

（平成9年）

●消費税5％に引き上げ
●山一証券ほか金融機関の破綻相次ぐ

●「NACS」商標登録

●遺伝子組み換え食品問題

●「支部設立」ガイドライン作成

●環境ホルモン問題

●NACS全国テレビ会議開催

●消費者契約法制定のための特別決議

●設立10周年式典開催
●北海道支部設立

1998年

●金融ビッグバンスタート

（平成10年） ●明石海峡大橋開通

●NACS消費生活研究所設立

●医師への損害賠償

訴訟提訴急増

●NACS基金制度発足
●契約トラブルなんでも110番
●NACS叢書「商品安全白書」神戸賞受賞
●情報流通市場（NACS-net）の開設

●エコプロダクツ展出展開始
●九州支部設立
●インターネット・トラブルなんでも110番

1999年

●EU統一通貨ユーロ誕生

（平成11年） ●住宅品質確保促進法、ダイオキシン対策法、

不正アクセス禁止法公布
●改正訪問販売法及び割賦販売法施行
●改正利息制限法、出資法、利息制限法公布
●一部改正製品安全4法公布
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【2000-2004】

西暦

NACSの動き
●COPOLCO

社会の出来事・消費者問題等

（年号）

in 京都への参加

●中国支部設立

2000年

●沖縄サミット開催・2000円札発行

（平成12年） ●ダイヤモンド買い戻し商法の

訴訟で和解

●儲け話トラブルなんでも110番

●牛乳中毒事故発生
●介護保険制度スタート

●金融トラブルなんでも110番

2001年

●国内初のBSE（狂牛病）確認

（平成13年） ●USJ・ディズニーシー開園

●消費者契約法、家電リサイクル法施行
●訪問販売法を「特定商取引法」と改称
●電子消費者契約法施行

●消費生活相談員養成講座開始
●有料老人ホームサービス評価事業開始

2002年

●北朝鮮拉致被害者5人帰国

（平成14年） ●日韓共催サッカーWC開催

●くらしの契約トラブルなんでも110番

●食品偽装表示事件の多発

●NACS叢書「内部告発の時代」

●中国輸入野菜の残留農薬問題発生

神戸賞奨励賞受賞

●JAS法、農薬取締法改正
●BSE対策特別措置法公布

●設立15周年式典開催
●東北支部設立

2003年

●消費者志向マネジメントNACS基準

●地上デジタル放送開始

（COMS）作成
●Consumer

●米国でBSE感染牛確認

（平成15年） ●中国で新型肺炎SARS感染拡がる
●個人情報保護法公布、改正景品表示法施行

ADR実証実験開始

●食品安全委員会設置

●省エネ製品普及推進優良店調査評価開始

●食品安全基本法公布・施行

●継続サービス契約トラブルなんでも110番

●東京都福祉サービス第三者評価事業開始
●第１回「消費者が選ぶ企業ブランド

ベストテン」実施

2004年

●アジア各地で鳥インフルエンザ発生

（平成16年） ●福沢諭吉一万円札他新札発行
●欠陥車リコール問題再発

●消費者機構日本（COJ）設立

●消費者基本法公布・施行

●通信サービストラブルなんでも110番

●公益通報者保護法公布
●不当請求、架空請求、振り込め詐欺急増
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【2005-2010】

NACSの動き
●情報誌「企業の消費者志向」発行
●消費者啓発パンフレット

西暦

社会の出来事・消費者問題等

（年号）

2005年

●日本の総人口初の減少

（平成17年） ●郵政民営化法案可決

「どうする!?こんなとき」作成
（経産省委託事業）

●「消費者基本計画」閣議決定

●金融サービストラブル

●生損保会社による不払い・未払い問題

●カード偽造、盗難によるカード被害拡大

なんでも110番

●個人情報保護法施行、改正独占禁止法、

食育基本法成立、JAS法改正

●賛助会員向け広報誌

（NACSNEWS）発行

●「認定個人情報保護団体」の認証取得
●第1回「消費者志向NACS会議」開催

2006年

●会社法施行、ライブドア事件

（平成18年） ●身の回り製品事故多発

●クレジット・ローンなんでも110番

●日本司法支援センター（法テラス）設立
●耐震強度偽装事件、悪質リフォーム工事商法

●家庭における省エネルギーの普及

啓発事業開始

2007年

●米サブプライムローンの破綻

（平成19年） ●社会保険庁の年金記録問題発覚

●消費者機構日本「適格消費者団体」認定取得

●食品関連偽装事件多発

●クレジットなんでも110番

●改正消費生活用製品安全法施行

●設立20周年記念式典開催
●会長交代（宇野政雄氏→山本和彦氏）

2008年

●洞爺湖サミット開催

（平成20年） ●米リーマンブラザーズ経営破綻

●ADR認証取得（特商法）

●非食用事故米の不正転売

●通信なんでも110番

●中国産冷凍餃子による健康被害
●消費者安全法施行
●特定商取引法・割賦販売法の一部改正

●第１回代議員選挙実施（当選者132名）
●カードなんでも110番

2009年

●新型インフルエンザ世界的流行

（平成21年） ●米GM経営破綻

●消費者庁・消費者委員会の発足
●消費者基本計画策定
●裁判員制度スタート

●公益法人移行認定申請書を提出
●第１回「消費者志向経営

エキスパート養成講座」開催
●サギ商法なんでも110番
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2010年

●中国のGDP世界第2位に

（平成22年） ●家畜伝染病口蹄疫流行
●改正貸金業法施行
●JAL会社更生法適用

N A C S 活 動 2 5 年 のあゆみ

【2011-2013】

NACSの動き
●公益社団法人として新たなスタート
●第1回定時社員総会・公益認定祝賀会開催

西暦

2011年

福島第一原子力発電所
事故発生

●通信販売トラブルなんでも110番
●東北支部で東日本大震災アンケート報告書

●放射能汚染による

『それぞれの３・１１』作成

食の不安の高まり

●「大震災後の多重債務者問題を考える」

●貿易収支31年ぶりの赤字転落

シンポジムの開催

●小麦由来の石けんによる健康被害発生

●エネルギー連続講座開催

●東日本支部標準化を考える会が

●国民生活センター在り方の見直し

2012年

●東京スカイツリー開業
●消費者教育推進法施行
●消費者安全調査委員会発足

●被災地交流会実施

●出会い系サイトや

オンラインゲームに
関するトラブル増加

●キャンセル

なんでも110番

●第1回「新アド・仲間づくりの会」開催

（東日本支部）
●消費者教育フェスタin神戸で

デモンストレーション授業実施（西日本支部）

●竹島・尖閣諸島の領有権問題が顕在化

（平成24年） ●iPS細胞の山中教授ノーベル賞受賞

第6回キッズデザイン賞
「子ども視点の安全安心デザイン 子ども部門」
リサーチ分野で受賞

●設立25周年記念式典開催

●ギリシャ他欧州経済危機が深刻化

（平成23年） ●東日本大震災・

●第２回代議員選挙実施（当選者122名）

●第2回定時社員総会・代議員懇談会開催

社会の出来事・消費者問題等

（年号）

2013年

●アベノミクス効果で円安・株高進行

（平成25年） ●安倍首相TPP参加を表明

●日本銀行「インフレ目標2％」を公表
●老齢厚生年金（報酬比例部分）受給開始年齢の

段階的引き上げ
●改正特定商取引法施行（訪問購入の規制）
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