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滋賀県消費生活審議会 第１回消費者教育専門部会 

 
○開催日時・場所 

平成２６年１０月２７日（月）９：３０～１１：３０ 

滋賀県庁本館４Ａ会議室 

○出席委員（敬称略・五十音順） 

東委員、礒田委員、市村委員、岡野委員、甲津委員、小林委員、高嶌委員、中谷委員、

山仲委員 

 

１．開会  

あいさつ（総合政策部消費生活調整監） 

 

○ 議事に先立って、会長の指名により部会長に東委員が選出された。（滋賀県消費生活条例

施行規則第４条第２項の規定による。） 

 
２．議事等 

（１）消費者と消費者教育を巡る状況について 

 
○部会長：今日の議題は、全体として「滋賀県消費者教育推進施策について」ということで、「消

費者基本計画の改定にあたって」という大きなテーマとなる。 
  その中で、「消費者と消費者教育を巡る状況について」、各委員より情報提供をいただき、共

有させていただく。 
  その後「教育の内容について」、「各ライフステージにおける体系的な消費者教育」について

は、各委員の立場で得ている消費者教育に関するトラブル情報やトピックス等、皆で共有でき

ることがあれば情報をご提供いただきたい。 
 

○事務局から、資料１、２、３に基づき、当専門部会の設置目的やスケジュールについて、

また、消費者を巡る状況や消費者教育関連事業について説明。 

 
○会長：各委員から意見等をいただく前に、審議会での今までの議論について紹介する。「消費者

教育を巡る従来の状況について」の２点と、「消費者教育専門部会で反映させていただきたいこ

と」の２点、計４点。 
  まず従来の状況について。2012 年、「消費者教育推進法」が制定、施行されている。ポイン

トは、都道府県には消費者教育推進計画の策定が課せられていること。この法律に基づき、滋

賀県が果たすべき消費者教育推進計画の具体的な中身を専門部会で検討してもらうというのが

まず１点。 
 ２点目としては、「消費者教育推進法」の具体的な中身について。従来、無秩序に行われてき

た消費者教育を一体的・総合的に推進しようというのが法律のポイントだが、ただ単に一体的・
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総合的に推進するだけでなく、消費者市民社会の形成のために、今までの受け身の消費者では

なく、消費活動を通して社会を良くしていくための教育が求められている。 
  消費活動を通した社会の発展のために、どういう教育が必要か。そういう観点から教育の中

身を考えていただき、一体的・総合的に推進するというのが、消費生活審議会の方で確認した

従来の状況。 
  次に審議会で出た意見について２点。地域の特性に合わせた消費者教育の中身を考えていく

ということ。消費者市民社会を実現していこうと思えば、消費者に一番身近な都道府県・市町

村レベルから働きかけていくことになる。 
  滋賀県の場合は、琵琶湖の石けん運動の琵琶湖条例等、特に環境問題について過去からの蓄

積がある。これを、消費生活審議会でも審議するが、基本計画の中に取り込む方向で消費者教

育の中身を考えてはどうかという意見があった。 
  もう一つは、消費者問題を考える上で、自分で責任を持って消費活動をしていきましょうと

いう「自律」について。消費者市民社会とは、まさに自分で考えて消費者をつくりましょうと

いうことで、「自律」という言葉が最もふさわしい。 
  ただその一方で、高齢者の問題や、デジタル・デバイドという問題、ＩＴ機器を使える人と

使えない人の間で、インターネット取引やネット詐欺等への問題対応にすごく差が出てきてい

ることについて考えないといけない。 
  消費者の自律を考える上では、「自分で何でもやってください」ではなく、お年寄りにはお年

寄りに向けた、複雑な取引をされる方にはそれに対応する形で、きめ細かな消費者教育の内容

を考えてほしいということ。特にお年寄り等に高度な自律を求めるのは事実上不可能な部分が

あるので、「自律」をあまり強調しすぎないような教育内容を、という意見もいただいた。 

○部会長：整理すると、この専門部会では、滋賀県の消費者教育推進計画に盛り込む内容を検討

していくということが１点目。 
  また２点目として、「消費者教育推進法」で重要な点として強調されている点について。一つ

が、これからの消費者教育は、小学校ではこんなこと、企業でこんなこと、社会教育ではこん

なこと・・とバラバラに進めるのではなく、イメージマップにあるように、年齢別や領域別等

に全体を整理して、どの段階でどういう教育をしていくかを整理し、体系的に一体的・総合的

に進めていこうというのが、この推進法の一つの重要なポイント。 
  もう一つが、「消費者市民社会」という、これまでなかった視点で消費者教育を考えるという

こと。消費者教育というと、今まではトラブルに巻き込まれないようにとか、買ったもので自

分が被害を受けないように、というのがメインだったが、そうではなくて、市民としてみんな

でより安全で豊かな消費社会を作っていくという発想になる。 
  自分が買い物の仕方を工夫して、市場に良い商品をあふれさせる、単にトラブルに巻き込ま

れないだけではなく、自分の消費生活行動で社会を良くしていく。具体的に言うと、環境に配

慮した商品を買うようにして、そういう商品がいっぱいになると、環境に優しい消費社会にな

っていく。隣のおばあちゃんが困らないように見守って、みんなでいい消費社会をつくる。変

なモノを買ってしまった時に声を上げるようにして、二次被害を防ぐ等々。「自分が被害に遭わ

なければいい」ではなく、他の人たちと一緒に良い環境、良い社会をつくる、そういう消費者

市民社会をつくろうというのが、「消費者教育推進法」の２番目のポイント。消費者教育を一体

的・総合的に推進する、それを消費者市民社会としても織り込む、というのがここでのポイン
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トになる。 
  また、審議会からの意見として２点確認があった。 
  １点目は、消費者教育推進計画には地域の特徴を反映させるということ。滋賀県の場合、琵

琶湖に関する取り組みの歴史から、環境教育に関する部分が多分他より進んでいて、充実して

いると思われるので、それも推進計画に反映させていく。 
  もう１点は、消費者の「自律」について。もともと「消費者基本法」の中に「消費者の自立」

とあるが、自立しろと言われただけでは難しい。高齢者等、きめ細かい対応をしていくという

こと。これに関しては消費者市民社会の考え方にも通じると思う。いろんな人が助け合ったり、

情報を丁寧に共有して、自立（自律）をサポートする仕組みをつくる、その際、自律を強調し

すぎないようなかたちで策定する。今日はそのあたりを念頭に置いて審議いただきたい。 
  どの時期に、どんな分野に関して、どんな消費者教育の取り組みを行っていくか、おそらく

この点は、今度の推進計画の中でも結構大事なポイントになる。委員の皆さんには、それぞれ

の立場や、学校教育、社会教育、事業者としての職域での教育等々を踏まえて、最後まとめて

いく中でお知恵をいただければと思う。こういう対象に対して消費者教育をしている、こうい

う消費者教育が必要、ここが問題等の実態について情報を共有させていただきたい。 
  議題２「消費者教育の内容」と、議題３「各ライフステージにおける体系的な消費者教育」

については、話をしていく中で両方の内容が出てくると思うので、「各ライフステージにおける

体系的な消費者教育」を頭に置きながら、幼児期・小学生期・中学生期・高校生期、それぞれ

の時期で、問題だと思うことや、こんなことをやっている、こんなことで困っているというこ

とを順に出していただきたい。 
幼児期については、滋賀県の表（資料３）でも確かに全体的に不足している。お買い物ごっ

こ等、遊びの中で「生活の管理と契約」の領域を学べることが、幼児期の部分に入れたりでき

ると思う。 
参考資料として、過去に三重大学で作られた絵本をお持ちした。これは『みみたん くれた

の だあれ？』という絵本。欲しかった縫いぐるみが送られてきて、最初すごく喜ぶが、途中

から誰がくれたのかという不安が出てくる。誰が自分の住所や連絡先を知っていたのかという

ことから、個人情報について考えさせる。最後は、お父さんがくれたプレゼントだったことが

わかるのだが、もらって喜ぶだけでなく、批判的にものを考える、個人情報を大事にするとい

う内容になっている。絵本でこういうことを考える機会を与えるのも一つ。 
  もう一つは『大切なお約束』という絵本。おじいちゃんとおばあちゃんにテレビゲームを買

ってもらった代わりに、ゲームは何分以内しかやらない、おばあちゃんの大切なお花に毎日水

をあげる、という約束をする。ところが、だんだんゲームに夢中になって約束が守れなくなる。

おばあちゃんが旅行に行っている間にお花が枯れてしまい、初めて約束を守れていないことに

気付いて、一生懸命にお水をやって回復させるという、約束の大切さを伝える内容になってい

る。 
 これは一つの教材として絵本というツールを使うやり方だが、いろんな切り口があると思う。

幼児期に消費者教育について向き合うのは難しい、というのではなく、買い物遊び等を通して

学べることもたくさんあるし、このような教材もある。 

○委員：「ファイブ・ア・デー」という取組がある。今は小学生対象だが、幼稚園からの申し入れ

も出てきている。これは、グループでスーパー等の店舗に行って、300 円等で野菜や果物を買
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う。先生も付くが、子どもだけで実際にレジも通る。小学生になると、滋賀県産等の地場物商

品や、環境こだわり農産物等の環境についても学んで、最終的には買ったものを持って帰って

もらう、という内容。 

○部会長：どういうところが主催されているのか。 

○委員：平和堂では環境部署があって、本部から出向いていくが、いまはほとんど店舗の管理者

がやっている。さらに栄養士をファイブ・ア・デー協会から派遣してもらい、この野菜にはこ

ういう栄養がある、ということも教えてもらうなど、食育も兼ねる内容になっているし、幼稚

園の場合は、店舗見学も兼ねている。企業としては今後、アレルギーの問題に対して、対象と

なるお母さんや子どもさんへの勉強会を、専門家等から教材をもらいながら進めていかなくて

はならないと思っている。お子さんにアレルギーがある方は、表示を一生懸命見ておられるの

で、そういう方に安心して商品を買ってもらえるよう、今後は表示自体の入れ方等の勉強会等

も考えている。 

○部会長：事業者と学校や専門家との連携という意味でも興味深いし、環境や買い物の選択、ア

レルギーや食育など、かなり多様な側面があるので、とても面白い取り組みだと思う。資料３

の一覧表は、分野別とライフステージ別に表したものだが、連携については、分野別と、学校

とか、行政や事業者等の教育主体別に、主体間の連携も表した表を作っている自治体もある。

小学生期についてはいかがか。 

○委員：子供の現状としては、コミュニケーション能力の低下とよくいわれるが、友達と遊ぶに

しても、一方はゲームをしていて、一方は別のことをしている、というように、同じ場所にい

ても何かを共有して一緒に遊ぶことではない場合が多い。 
  ケンカにしても、今まで学校でのトラブルに対する指導は、間に入ってどうしてこうなった

かを押さえ、しっかり解決方法を教えていた。以前は、高学年の女子では交換ノートでトラブ

ルがあったが、今はすっかりＬＩＮＥ等になっている。親や教師が知らないところでトラブル

になる。保護者が様々な機能等を知らないまま、ゲーム機を与えている状況。 
  小３女子ＬＩＮＥ事件というのがある。３年とは言っても、中３ではなく小学校３年生の女

子の話。今はゲーム機でも友達とＬＩＮＥのようにメールし合える。ある子どもが、遊ぶ約束

をやぶった友達に 60 回ぐらい「嫌い」という内容のスタンプをメールしていた。そういう子ど

もの状況を保護者が分かっていない。男子はカード交換でのトラブル。今はいろんなカードが

あり、その交換でトラブルが起こることが多い。 
  子ども自身に、自尊感情の欠如がある。基本的な人とのかかわり方について、幼児期から指

導していくことが大事かと思っている。 
  保護者側には、給食費等の停滞という問題がある。必ずしも苦しい生活をされていなくても

支払わない方がいると、学校はその保護者に対し「遊びに行く前に、まず給食費等を払うこと

が大事ですよ」という指導をしないといけない状況がある。保護者がそういう状況にある一方

で、生まれたときから情報機器に囲まれている子どもは、それらの機器を上手にすぐ使いこな

す。そうすると、ますます保護者の管理がきかなくなって、小学校でもネット依存症で朝夜が

逆転してしまう子どももいる。 
  子どもや保護者を対象にした講座やセミナー等はたくさんあるが、前向きに考えられる保護

者はどんどん参加されるが、できれば学んでほしい保護者は参加せず、結局いろんなトラブル
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になってしまう。前向きな講座等も非常にいいが、個別の対応、個別の指導、個別の支援も必

要だと思う。 
  小学校では家庭科で、「家庭生活と家族」、「日常の食事と調理の基礎」、「快適な衣服と住まい」、

「身近な消費生活と環境」という４項目で学習するが、まず、「物や金銭の大切さに気付き、計

画的な使い方を考えること」や、「身近な物の選び方・買い方を考え、適切に購入できること」

などを指導している。 
  社会科では３年生になったらお店の学習をする。近くのスーパー等に見学に行かせてもらい、

お買い物の仕方等を勉強する。５年生では、産業や農業の学習をする時に、消費者の立場とし

て部分で学習していく。確かに消費者として知識は付く。ネットの問題も学校で学習して、実

践に関しては家庭での指導や見守りが必要。知識としては学校で学ぶが、消費者としての力を

付けるためには、特に買い物、金銭に関しては、家庭での役目は大きい。最終的にその子にし

っかり消費者としての力がついているかどうかを評価するためには、確認しないといけないが、

現状は厳しい。 
  結局は生きる力。人とうまく関わっていくという根本的な人格形成が小学校では大事で、そ

こがしっかりできたところに、いろんな知識・情報をうまく自分で処理して、実践・管理する

力が大切。この力は消費者教育だけではなく、全ての教育活動の中で育てていかなくてはいけ

ないので、人格形成における指導をする上で、消費者教育では何ができるかを確認しながら行

うことが大事だと思う。 

○部会長：コミュニケーション力が低下している中、消費者教育だけが一人歩きするのではなく、

人格形成全体の中で消費者教育では何ができるか、何が必要かを確認していく。また、保護者

への教育の必要性や、トラブルの内容としてはネットの問題があるということ、また、家庭科・

社会科等の知識を身に付けるのは学校でやるが、実践は家庭との連携が大事ということをお伝

えいただいた。中学生、高校生はいかがか。 

○委員：資料３を見ていただくと、中学生期と高校生期のところでは、（小学生もちょっと掛かっ

ているが）新学習指導要領に基づく消費者教育の実施とある。 
  中学校と高校の時期には、家庭科や社会科で体系的にしっかり学んでいる。環境関連につい

ては理科でも学ぶ。また、中学校では学級活動、高校ではホームルームや特別活動などで取り

組むなど、学校の中で総合的・一体的にやっている。 
  高校では、最低でも、週２時間の「家庭基礎」か、週４時間の「家庭総合」「生活デザイン」

で男女全員が学んでいる。家庭科では、食物や被服、保育や高齢者の部分でも消費者教育的な

内容は出てくるが、まとまって消費者教育推進関連として網羅されている。 
 社会科では、いわゆる経済の仕組みについて、政治・経済や現代社会といった科目の中に、

需要と供給の関係、企業と消費者の関係、環境教育等が入っており、いろんな教科で取り組ん

でいるといえる。 
 ただ、家庭科の中でも、調理実習や技術実習は印象に残りやすく勉強した実感があるが、消

費者教育は普通にやっていると印象に残りにくい。そのため、消費生活の講演会で出前講座を

してもらったり、消費生活センターで悪質商法のビデオを借りたり、パンフレットをもらった

りしてやっている学校が結構あると聞いている。 
 また、中学生と高校生の一番の課題はスマートフォン。保護者との連絡用等に必要なため、

持ち込み禁止にはしていない。ただ、授業中の使用は禁止するなど、時間帯を区切って使用を
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認めているが、みんな寸暇を惜しんでスマホにかかっている。ゲームのアイテムをゲットする

のに課金されたり、インターネットで、商品等の知識がないまま注文したり等の心配もある。 
 学校だけでダメと言っても、学校にいない時間帯も長く、保護者と一緒に使い方のルールを

しっかり決めてトラブルを防ぐということと、いろんな情報を上手に得る、あるいは上手に人

間関係を築くためのツールとして使いこなせるようになる必要がある。 
 中学校では、例えば本校では生徒と保護者向けに親子活動として講師を呼んでの講演会や、

教員向けには人権問題の研修会で、ネットでの人権被害に関して講師に来てもらい研究してい

る。 

○部会長：中学・高校生になると、家庭科の教科書も非常に充実していて、社会や理科、学級活

動等のいろんなところで、学校内でも総合的・一体的・体系的にされているということだった。

また、話を聞くだけでは印象に残らないので、消費生活センターのＤＶＤやパンフレットを活

用したり、出前講座や外部講師による講座をといったものもされている。 
  やはり問題の中心はスマホ。これは小学生も同じで、今はもう一定年齢からスマホを持って

いる。小学校と同様、学校だけではなく家庭とうまく連携していかないと、この問題はなかな

か解決しない。保護者に対する講演会や講座を実施されているということだった。 

○委員：今、万引やバイク盗等の初発型非行は中学生が一番多いが、万引は小学生でもある。ス

マホの問題も、小学生や中学生が利用して被害に遭っている。小学生はともかく、中学生は自

分では自立しているつもりなので、親が介入しにくい。タッチしづらい時期だからこそ、教育

のチャンス、機会を増やすべきじゃないか。 
 万引のケースでは、初発段階での教育として、万引は企業にこんなに大きなダメージを与え

るんだということを、裁判所からの要請により店舗の立場から伝えに行っている。 
  スマホ等にまつわるトラブルについても、こんなことをすると、後々こんな危険があるとい

うことを伝える機会を、中学生の段階で多く持つべきだと思う。それとあわせて高齢者へのボ

リュームも大きくするべきだと思う。 

○委員：小学校の高学年に対して、卒業する前にやるのが大切だと思って、インターネット関係

の事業者や企業の出前事業等を利用した指導をやりかけていたが、小学校低学年の頃から関わ

っていく必要がある。低学年でも、登下校の安全のためにスマホを持たせたいという保護者も

増えてきた。登校後に職員室で預かり、下校時に返している。 
 また、保護者対象に、低学年の段階からスマホ等を与える際にはこれを約束しようという内

容の講演会を始めた。中学や高校に行ってからでは遅い。その前の時点ですることが必要。 

○部会長：どんどん低年齢化しており、どこをポイントにするか難しいが、少なくともスマホを

持ち始める年齢層と高齢者は二つの大きなポイントになる。満遍なくやることも大事だが、ポ

イントになるところは厚くしていくことが必要。 

○委員：幼児から小学校低学年の保護者には、話は聞いてもらいやすいので、そこがポイントか

と思う。 

○委員：問題は大きく分けて、スマホでのトラブル問題と、高齢者の金融絡みの二つ。教育や啓

発のやり方としては、パンフレット等を配るより、小まめにでも講演会等を実施して、直に「こ

んな例があったよ」と話す方が効果的。 
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  相談員をしている時に中学校や高校に出前講座に行ったが、「契約は」という話をしても反応

が薄いが、いざアダルトサイトの問題等、スマホ絡みの話をし出すと、みんな「ハッ」として、

じっくり聞いていると感じた。 
  やはり「こんなトラブルがあった」と実際の話を聞かせ、更にその結果まで具体的に伝えた

方がいい。コンビニ等で商品の上に寝転がって写真を撮るという問題があったが、その若者は

その後、損害賠償請求されたということまで伝えれば、「ええっ、そんな大変なことになったん

だ」と感じる。そこが教育かなと思う。 

○部会長：確かに、なるべく具体的な話をしていくのが重要。パンフレットをいくら配っても、

山積みにされていることがよくある。どう伝えてもらうか、起こっていることの結果がどうな

るか等、具体的な危機感を感じる内容が必要になる。成人期についてはいかがか。 

○委員：学校教育で学んだ子どもは、学校を卒業したら社会へ出、そこで学んでいくのが社会教

育。今、置かれている社会の現状を無視して消費者教育は進められない。社会へ出たときには、

あえて消費者「教育」というよりも消費者「学習」だと思う。要するに自律という話があった

が、「学び」自体を大切にする人を育てていかないといけない。消費者教育という一つの視点に

絞っても、こちらが期待する人は育たない。 
残念なことだが現状では、全国的に公民館は風前の灯のような状態で、なくなったり、運営

が変化しつつある。公民館は社会教育の現場なのに、地域の人が集まって雑談も含めた話をす

る場であればそれでいい、という考え方になりつつある。こんなことではいけないのだが、公

民館で従来のような消費者教育をやっていくには、現状では難しい。 
学びを大切にする人づくりを、やっていかなくてはいけない。教育委員会は教育委員会の事

業、首長部局は首長部局の施策では、一つの学びを大切にした人は育たない。かつては県庁内

にも生涯学習推進本部があって、全庁的に学びを大切にした県民を育てていこうとしていた。

学校教育はものすごく大事にしているが、社会教育は財政事情の悪さや地方分権等を名目に、

残念ながら前に進んでいない。 
  子どもや親の現状、地域の現状を把握して進めていくのは非常に大事だが、行政の中でいろ

んな部署・課と一緒に、消費者教育をどう進めていくかを同時に考えていかないと、机上のプ

ランになってしまう。 
  いま公民館でどうしているかというと、例えば防災教育と一緒に消費者教育を進めるなど、

市民にすごく感度が高い防災学習・教育を前面に出して、その中で消費者として学習するのが

大事なことと思う。 

○部会長：消費者教育という視点から消費者学習、自らの学びを大切にする人をつくっていくと

いう視点。また、公民館の存在意義自体も厳しい状況の中で、そこでさらに消費者教育をやる

なんてハードルが高い。そこで環境や防災など、少し違う切り口のものと一緒にすることで、

消費者教育にも関心を持ってもらえる。環境については以前から関心が高かったと思うが、防

災はここ１、２年、皆さんの関心がすごく高い。そこにうまく消費者教育を組み込んでいくこ

とが必要。 
  他の自治体でも、消費者教育というと消費者行政部局以外のものがいっぱい入っている。資

料３の一覧表にも、最終的には他がやっていることも入ってくると思うので、特に防災という

視点は、画期的な新しい切り口として、多くの関心を持ってもらえると思う。 
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○委員：生協では「学び」を一番大切にしている。「消費市民社会の構築」の部分で取り組めてい

ることが多いと思う。 
  今、農産物等の生鮮食品も、工場で製造される画一的な商品と同じような感覚の消費者が多

い中、できるだけ消費者と産地とつないで、その点を理解してもらおうという取組（産地と消

費者の交流会等）を、従来から一番力を入れてやっている。小学生や幼児を連れて来る人も増

えているが、あくまで活動対象は親にとどまっていて、子ども対象にはできていない。 
 「商品等の安全」や「情報とメディア」については、例えば今までは、できるだけ無添加・

無農薬のものを使う、というのが生協のイメージだったかもしれないが、今は洗濯そのものの

やり方を考えたり、汚れていないものは洗わなくてもいい、ということを分かってもらうよう

にしている。添加物についても何もかも悪いとするのではなく、近年は、科学的知見に基づい

て考えようということに力を入れている。 
「生活の管理と契約」については弱いところかと思うが、保証の見直し等についての取組は

近年好評。生協の活動対象はほぼ主婦なので、家計のやりくりには関心が高いと感じている。 
 生協としては、学んでほしいことに関して場を設定しているものもあるが、多くは自らが学

ぶということを大事にしている。自分たちで学びたいと思ったこと、興味・関心を持ったこと

は一緒に学びませんかと声を掛け、ともに学ぶという活動を広げることで、消費者市民社会の

実現ができると考えている。 

○部会長：生協の活動は、消費者市民社会のメインの内容になってくると思う。また、琵琶湖の

ために合成洗剤を使わないという段階から、現状の家庭環境を踏まえ、もう一歩踏み出したア

プローチをされている。成人期を中心とした活動とのことだが、学齢期の子どもにもすごく影

響を与えると思う。 

○委員：雑誌等によく通販広告が載っているが、雑誌社から事業者に対し、（事業者で）取り扱っ

ている商品を通販しませんかという営業がある。ただ、その際の条件がいろいろあって、５千

円のものなら○％の手数料をもらうと言われる。さらに広告宣伝するための写真撮影等の経費

を取られる。そうすると５千円のものを２千円ぐらいで売るような状況に置かれることになる。

つまり、本来５千円の価値があるものを２千円で売るような売り方をしないと駄目という場合

もあった。 
消費者はそういう実態を知らないため、それだけの価値あるものだと思って買ったが、届い

たものを見て「何だ、これは」と思われ、苦情につながることある。 
 ある商品に対して、一体どれだけの宣伝費が使われているのかということを知っておくべき

だし、消費者自身も知ろうとしてほしい。 
  また、値段の安さを売りにした居酒屋と、そうでない料理屋とでは、同じキャベツにしても

産地や選び方等の価値観が違うのは当然なのに、値段だけを見て（料理屋の商品を）「こんなに

高いものは・・・」と思う人もいる。値段を安くするために中国から材料を仕入れて商売をす

るところもあれば、地元の良いものを吟味して使っているところもある。事業者としても、消

費者にそういうことを知ってもらう宣伝方法等を考える必要があるが、消費者も単に安ければ

いいというのではなく、「消費者として自分なりの価値観を見極めて買う」ということを学ぶの

も消費者教育の一つではないかと思う。 

○部会長：とても大事なことだと思う。消費者市民社会を考えるときに、「消費者の行動で社会を
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変える」という大きな捉え方がある。消費者が選んだものが市場には残るので、みんなが「安

かろう悪かろう」で選ぶと、社会はそういう商品でいっぱいになってしまう。そうではなく、

品質の良いものや、地域経済の発展に貢献するものを選んでいけば、市場はそういうものであ

ふれるようになる。ものの選び方をきちんと伝えるというのは、「消費者教育推進法」の中でと

ても大切にしなければならない視点であり、商品の選び方のあたりにうまく入れ込めるといい

と思う。 
  次回は、ある程度今日の議論を踏まえたかたちの粗々の計画枠組みの提案ができるかと思う

ので、反映した方がいいと思われる考え方や内容があれば事務局へお伝え願いたい。 
  全体としては、まずは現状をきちんと把握をした上で、問題点を明確にして、課題を位置付

けていく。今やっていることが良ければ続けるし、そうでなければ他のものに置き換えたり、

足りない部分は補わなければいけない。そうして一体的・総合的な消費者教育を行う。しかも

全部並べるだけではなく、重点を置かなければいけない部分を明確にしてもらったので、少し

濃淡をつけつつ滋賀県らしい計画ができるといい。 
 

３．閉会 

〔１１時３０分終了〕 


