
1 
 

第 50 回滋賀県消費生活審議会会議録（概要） 

 

○開催日時・場所 

平成２５年１１月８日（金）１４：００～１６：３５ 

滋賀県議会第４委員会室 

○出席委員（五十音順、敬称略） 

東委員、遠藤委員、大原委員、高木委員、高嶌委員（会長）、中谷委員、苗村委員、松

本委員、椋田委員、森野委員、安田委員（敬称略・五十音順） 

 

１．開会  

あいさつ（総合政策部長） 

  平素は本県の消費者行政の推進に格別のご理解とご協力を賜り、この場を借りて厚く御礼

申し上げる。今日の審議会では、滋賀県消費者基本計画の実施状況と、平成 24 年度消費生
活相談の状況について報告させていただくのでよろしくお願いしたい。 
最近の消費者を巡る大きな問題として、全国の多くのホテルにおいて、メニュー表示と異

なる食材を使用した料理を消費者に提供していたという事案が、次々と明らかになってきて

いる。消費者が商品やサービスを適正に選択する上で、品質や内容、価格等の情報は非常に

重要な判断材料であり、消費者には正しく伝えられる必要がある。本県では今般の問題を受

け、県内のホテルや飲食店が加盟する四つの組合に対し、メニュー表示の再点検や適切な表

示について要請した。 
  食品表示に関する問題においては、事業者側の責任が重く問われるのはもちろんだが、消

費者においても、今回の問題を自らの消費行動を見つめ直す機会にしていかなければならな

い。今まではどちらかというと、消費者はサービスを受ける側として受け身の姿勢だったが、

これからは消費者自身が値段やイメージだけで判断していないか等、自主的に判断していく

ことも大切だと考えている。しかし、実際に消費者が自分の判断で行動するには情報が少な

く、その際には消費者教育が非常に重要になってくる。 
 今日は、昨年末に施行された「消費者教育の推進に関する法律」と、６月に閣議決定され

た「消費者教育の推進に関する基本方針（以下、「基本方針」と略。）」について紹介させて

いただく。詳しくは、後ほど議題の中で説明させていただくが、「消費者教育推進法」では、

消費者被害を防止するとともに、持続可能な社会の形成に向けて積極的に行動する消費者を

育てる教育を推進することとしている。 
  今日の審議会では、今後、本県の特徴を生かした消費者教育を推進していくに当たり、委

員の皆さまには、それぞれ専門の立場から、ご意見や有益な情報を賜りたい。滋賀県の消費

者行政の充実のために、お力添えを賜るようお願いし、開会に当たってのあいさつとさせて

いただく。 
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２．議事等 

○会長：今後、この審議会では、滋賀県の消費者教育に関する基本的なシステムを構築して

いくのが主な課題になる。その際、国の基本方針を踏まえ、滋賀県では具体的にどうし

ていくかを考えるのが中心となる。 

（１）「平成２４年度消費者生活相談状況について」 

○事務局から、資料１に基づき説明 

＜委員からの質問・意見および事務局の応答＞ 

○委員：高齢者の健康食品の相談が多いということだが、「注文していないのに送りつけら

れた」という相談以外に、効果がない等、品質そのものへの相談もあるか。 

○事務局：思ったほど効果がないという相談もあるが、送りつけに関する相談が過半である。 

○会長：送りつけ商法の場合、代引き＋商品の送りつけが多いのか。 

○事務局：そのとおり。ただ、最近は啓発がかなり行き届いたのか、代引きの場合は受け取

りを拒否してそのまま運送屋さんに持って帰っていただくことが浸透してきた。 
 その反面、商品とともに（商品受取人の）住所まで印字された現金封筒が同封されて

いて、これで商品代金を送らせるなど、悪質化している。 

○会長：通常の健康食品に関する問題については、京都の適格消費者団体が、健康食品を扱

っているある会社に対し、消費者契約法４条違反で不当勧誘の差し止め申し入れをした。

会社からは不当勧誘はしていないという返事が返ってきたが、実質的には薬事法違反だ

と考えている。 

○委員：テレビ等でも健康食品の広告がすごく多い。相談者が 70 歳以上に集中しているの
が気になる。 

○会長：年代ごとに消費者被害は異なるので、特に高齢者向けの、教育も含めた啓発活動の

必要性が基本方針の中でも説かれている。そういう問題を考えるときに、このような具

体的事案を念頭に置くと、今後、滋賀でどのように対応していけばいいのかを考える際

の手掛かりになる。 

○委員：商品役務別件数（2㌻）の 10位にあがっている「ファンド型投資商品」について、
21、22年度は「－」となっている。古くからある商法だが、相談はなかったのか。 

○事務局：相談自体はあったが順位外だった。23年度は 215件、22年度は 78件、21年度
は 21件と、23年度に急増している。 

○会長：今後、消費者教育を進めていくと、普通、相談件数は下がると思われるが、むしろ
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今まで泣き寝入りしていた被害が顕在化して（相談件数が）上向きになる可能性もある。

それは非常に意味のある上向き方であり、今後の動向がどう変わっていくのか、その推

移も含めて、我々は消費者教育の中身を検討しなければいけない。 

（２）「平成２４年度消費者基本計画実施状況について」 

○事務局から、資料２～４に基づき説明 

＜委員からの質問・意見および事務局の応答＞ 

○委員：消費者教育が非常に重要だということはわかるが、生産者や企業側による誤表示の

問題など、消費者側がどれだけ科学的な知識を持っていても追い付かない気がする。（滋

賀県消費者基本計画の）「基本的方向Ⅲ：安全・安心な消費生活の確保」が非常に重要

な時代だと思うので、県行政も縦割りではなく横のつながりを持ち、年度中でも振り返

りながら施策を進めなければならないのではないか。 
次に、相談員の５年の雇い止めによりスキルが途切れてしまうという問題はどうなっ

ているのか聞きたい。 
    また、中日新聞紙上に相談事例を掲載されているが、なぜ中日新聞なのか。以前、審

議会の場で「ミニコミ誌に記事を掲載すればいい」と意見したら、そのとおりにされた

が、購読者数が多いから掲載したのか、掲載しやすいからそうしたのか。判断の見極め

をどうされているのか聞きたい。 
    最後に意見として。先ほど消費生活相談状況の年齢別で、「70歳以上」としてまとめ

られていた。これからさらに高齢者の人口比率が多くなってくるので、70 歳で区切ら
ず、「70歳代、80歳以上」等と区切る方が、正確な把握ができると思う。それにより教
育の視点も変わってくると思うので、統計の取り方を変えればどうか。 

○会長：１点目が、年度内に横のつながりが明確にできているのか。２点目が、相談員の雇

い止めにどう対応されているのか、３点目が費用対効果について。 

○事務局：１点目について、県庁内では、消費者に関する各所属の事業進捗について情報共

有する会議（消費者行政推進連絡調整会議）がある。表示の問題で生活衛生課と一緒に

動いたり、県警と協力していることはあるが、年度途中に施策を見直すということまで

はできていない。非常に大切なご意見であり、施策を立てるときに調整しながらやって

いきたいと思っている。 
 県の相談員の雇用は従前 5年までだったが、専門性や経験が大事であるため、5年経
過後に再受験いただくことができるようになった。試験に通れば計 10 年までいけるの
で、経験を活かしていただきたいと思っている。 
中日新聞の件については、記事として掲載いただいているもので、掲載料は無料であ
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る。 

○委員：無料だからどうという視点ではなく、どれだけ効果があるかを聞きたい。消費者へ

の啓発として効果を得るためにはどうしたらいいか、という視点を持って進めていただ

けたらありがたい。 

○会長：限られたマンパワーをどう情報戦略に反映させるかというご指摘である。 

○事務局：今年の例でいうと、スポーツによる地域貢献等を行っている公益財団法人が発行

している「レイクスマガジン」という情報誌に、購読層に合わせて若者向けの記事を載

せている。効果を測るのは難しいが、どういう層を狙ってどういう内容を発信するか、

狙いを定めてやっていきたい。 

○会長：先ほどの横のつながりの話など、消費者教育の面でも戦略的な視点を明確に出して

いくのが大事だという、非常に重要なご指摘をいただいた。それらをどのように「安全・

安心な消費生活の確保」へつなげていくか。今の食品偽装等でも、行政で指導するもの

と警察で対応するもの等、幾つかのルートがあるが、バラバラにやるのは方針としてま

ずい。警察等との連携強化というかたちで対応できれば、もっと効果的だと思う。 

○委員：被害に遭われている高齢者の方は、どこへ相談に行けばいいか分からないと思う。 
 市役所には相談員がおられますよとコーディネーターが言っても、そこまでの交通手段

がなくて行けない。老人会や学区にあるコミセン（コミュニティセンター）等に、月１

回でも相談員が出張するなど、こまめに地域に出掛けてアピールしてほしい。 

○会長：資料８で滋賀県の消費者基本計画の概要を分かりやすく図で説明していただいてい

る。今、ご指摘いただいたのは、この図の中の「消費者トラブルの防止と救済」にあた

る。この中で、特に高齢者に対してもっと優しいシステムを入れていただきたいという

ことだと思う。ご提案いただいた、相談員の出張のほかにも県や市町が弁護士会や司法

書士会、大学等と調整して、相談できる人をどんどん回していくのもいい。いかにうま

く人材を配置するか、それも費用対効果、戦略の問題といえる。 

○委員：安全・安心な消費生活の確保について、消費者教育をいくら一生懸命やっても、偽

装表示等の問題はどうにもならないという話が出た。今、消費者教育における事業者の

位置づけとしては、「消費者教育の担い手」という役割と、（悪いことをした場合の）「指

導や取り締まりの対象」という二つに分かれてしまっている。本当に悪い事業者は捕ま

えるしかないが、教育的な部分で消費者の思いや意見を届ける（学ぶ）ような機会、企

業倫理（ビジネス・エシックス）に訴える取り組みがあってもいいと思う。 
   消費者教育推進法では、学校や地域の並びで「職域」という言葉が出ている。事業者

は生産者や流通販売者として商品を提供する一方、他方では消費者として商品を消費す
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る立場でもある。そうした職域における消費者教育をもっと手厚くしていく。 
    ＡＣＡＰ※１に所属している事業者の中には、啓発をしながら従業員への啓発もやって

いるところもある。事業者を指導して取り締まる方法と、そうならないための取り組み

として、事業者の市場に対する責任や行動への自覚を高めるような従業員への啓発の仕

組みがあるといい。 

○委員：先ほど高齢者は遠くまで相談に行けない、という話があったが、何か起こった場合

のために、見守りの仕組みがあるべき。様々な団体が高齢者に手を差し伸べているが、

それらの団体がネットワークとしてしっかり連携する仕組みを持っていないので、高齢

者はどこに最初に相談すればいいのか分からないのだと思う。 
 見守りネットワークの仕組みを既に持っている自治体もあるが、中心になる機関での

連携や情報共有をきちんとした形でやる必要がある。もう一つは、高齢者被害に対する

情報提供などを、地元の社会教育施設を使って行うこと。消費生活センターでの講座で

はなく、先ほど言われたコミセン等で実施されている社会教育講座の場で行うこと等が

考えられる。 

○会長：消費者教育については、まさに地域の各団体をうまく有機的に連携するためのコア

団体が必要だという提案はされている。当然、この安全・安心な消費生活の確保につい

ても、そういう団体があってしかるべきだろう。 

○委員：表示問題について。今まで流通面では調査や指導がなされてきたので、コメや肉に

ついては個体識別番号表示が義務づけになり、産地を追えるようになっている。また、

事業者側でも社員への教育や検査をしてきた。今回は流通外のところで問題が起こった

ので、行政には表示という全体的な視野で、優良誤認という面で監視してもらいたい。 
    先ほど消費生活相談状況のデータの説明があったが、去年のデータを受けて今年の動

きがあり、今年のデータを活かして来年動く、ということだと思う。安全・安心のため

の取組みも、今回の表示問題を受けてこれからどう動くか、ウエートを置くところを考

えて動いていただきたい。 

○会長：食品表示に関しては、今年６月に食品表示法※２という新しい法律が成立し、適格消

費者団体※３が、法違反行為の差し止めもできるようにされた。つまり、消費者側が企業

の不当表示を直接コントロールすることが、今後できるようになる。 
    これらの制度により、行政としてもＮＰＯ団体等とタイアップして、様々な活動がし

やすくなったり、企業のコンプライアンス遵守に対する意識も変わってくるのではない

か。 

○委員：「しらしが」※４について、利用者は何人くらいか。 

○事務局：登録数は約 33,000（注：H25.11 末で約 36,000）。消費生活関係情報以外にも、
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土砂災害の予報や地震などの災害情報も配信している。 

○委員：県広報誌「滋賀プラスワン」だが、隔月で年に６回と少ない。（毎月発行から）隔

月発行に変更されたのは経済的理由だろうが、新聞に折り込みチラシと一緒に入ってい

るのが、（自分は）チラシをほとんど見ずに廃棄するので、すごくもったいない。折り

込みでの配布は何とかならないか。 

○事務局：各市町の広報誌と一緒に配布してもらえるとよいが、手間がかかって難しい。広

報予算は、平成 18 年と比べ約４分の１まで減っている。広告するにも予算がかかるの
で、今はできる限りパブリシティ※５という方法をとっている。 

    また、高齢者の啓発や見守り活動についても不足しているので、工夫しながら、啓発

に力を入れなければならないと感じている。 

○会長：予算が減らされているなら、なおのこと費用対効果を考えた情報戦略で、いかに少

ない費用で効率的に運営するかという視点でお願いしたい。 
 

（３）「消費者教育を巡る状況について」 

○会長：まず、「消費者教育推進法」と「消費者教育の推進に関する基本的な方針」につい

て説明させていただき、今まで消費者教育に関してどんな議論がなされ、どんな政策が

考えられてきたかについてご確認いただく。 
    消費者教育は今までも必要だと言われてきたのに、総合的、計画的にはなされてこな

かったのは何故か。誰がどういう責任を持って政策を進めるのかが、従来明確でなかっ

た、という法制度上の問題と、実際に消費者教育ができる人材がおらず、さらに教材も

なかったため。 
 そこで消費者教育推進法という法律ができた。消費者教育は、国や地方公共団体がも

っと責任を持って総合的かつ一体的に推進していかなければならないという観点の下

で、新たなシステム構築をようやく始めた状態といえる。 
 消費者教育推進法の目的は、消費者教育を総合的、一体的に推進することと、地方自

治体は、各地域の特性に合わせた消費者教育を作っていくこと。今後、滋賀県の中で消

費者教育のシステムをどのように作っていくのか、というのが本日の中心的なテーマ。 
    昔から消費者被害をなくすために消費者教育はなされてきたが、消費者被害はあまり

なくならない。それは、トラブルに巻き込まれた際のノウハウ的な対応しか消費者教育

の中身になかったため。消費者は一方的な受け身（被害者）の立場での教育しかされて

こなかった。また、教える側にも、消費者教育全体がどのようなシステムでなされてき

たかという総論がないので、契約ではこんなことに気を付けよう、食育でも、食品をど

う選んでどう食べるか、というだけの教育になっている。環境問題では、環境の専門家
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が、どうしたら環境負荷が高くない消費生活ができるか等の教育をしていたが、総論の

部分はなかった。逆に、総論・各論を全部教えられる人はいない。各専門家が専門領域

だけを教えている状態であり、ノウハウ教育は、個々の講師の専門領域にとどまった個

別対応だけだった。消費者教育は、構造的にいろいろな問題点があったものを、少しず

つ体系化する試みが行われてきた。 
 近年どういう試みがなされてきたかというと、国が主導して「消費者基本法」の中に

消費者教育をやらなければいけないという条文を設けた。さらに、消費者庁ができる時

には、消費者安全法の中に、消費生活に関する教育活動をすることは地方公共団体の責

務として位置づける規定を設けた。このように条文の中に根拠規定を少しずつ置き、そ

の上で、消費者教育推進会議や消費者教育推進委員会等の政府機関が基本的な方向を探

っていた。その一つの成果として、学習指導要領が改定され、現在既に消費者教育を重

視した内容の教科書が使われている。このような状況を背景に、昨年 8月、消費者教育
推進法ができ、今年 6月に基本方針が出たという状況。 
 具体的な中身について。消費者教育推進会議が 2011 年に公表した報告書の中で、消
費者教育を推進する意義について記載されている。一言で言うと、消費者にもっと能力

を高めてもらう、消費者の自立を図るということ。消費者が単なる受け身ではなく、よ

り積極的に消費活動を通して社会を変革できるような社会を目指し、そこに向けた具体

的な教育を行っていこうというのが基本的な流れ。 
消費活動はどちらかというと受け身な活動であるが、消費者がコンプライアンスを守

っている企業の商品を賢く判断して購入すれば、偽装する企業よりもコンプライアンス

重視の企業の方が最終的には成功する、という形で企業の中身も変えていける。そうい

う観点から、消費者の消費活動を通して社会や企業を変えていく。そういう消費者像が

念頭に置かれている。 
消費者被害の現状にどのように対処するかという観点だけではなく、自立した消費者

が自らの利益の擁護および増進のために、自主的かつ合理的に行動することができるよ

う支援するための教育の枠組みが求められている。 
    ヨーロッパの消費者活動は消費者が消費活動を通して社会を変革していくという基

本的な流れがあった。その消費者市民社会という概念が、消費者教育推進法の中にも取

り入れられている。 
    消費者教育推進法の具体的中身について。「消費者教育とは、消費者の自立を支援す

るために行われる消費生活に関する教育。および、これに準ずる啓発活動をいう」とさ

れている。滋賀県の基本計画のうち、「基本的方向Ⅰ 消費者の自立のための支援」は、

消費者教育とまったく重なった活動と位置づけることができる。 
    さらに、消費者市民社会については、「消費者が公正かつ持続可能な社会の形成に積

極的に参画する社会」、消費者が単なる受け身ではなく、社会の形成に積極的に参加し

ていく社会だと定義されている。“持続可能”という言葉は環境問題との関係で入って
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いるもの。つまり、消費者市民社会をつくるために消費者教育をやるということ。 
 消費者教育の目的は、「消費者教育が消費者被害を防止するとともに、消費者の自立

を支援する上で消費者教育の機会が提供されることが消費者の権利であることを踏ま

え、消費者教育に関し、地方公共団体の責務等を明らかにし、消費者教育を総合的かつ

一体的に推進する」こと。特に当審議会と関連するのは、「地方公共団体の責務等を明

らかにする」という点。消費者教育推進法の中で、地方公共団体は消費者教育の推進の

一つの主体になることが予定されている。 
 消費者教育の基本理念については、「消費生活に関する知識を修得し、これを適切な

行動に結びつけることができる実践的な能力が育まれることが必要である」とし、「主

体的に消費者市民社会の形成に参画し、その発展に寄与することができるよう、育成を

積極的に支援する」こととされている。 
また、先ほど高齢者には高齢者の特徴に基づく特有の被害があるという話をしたが、

若年層は若年層の、年代ごとに被害特性がある。これら各段階の消費者の特性に配慮し

て、適切な方法で体系的な消費者教育がなされるべきであり、さらに、学校、地域、家

庭、職場と様々な場の特性に応じた適正な方法により、様々な主体が有機的な連携を確

保して進めるべしとされている。 
 地方公共団体の責務については、「消費者教育の推進に関し、施策を策定し、及び実

施する責務を有する」とあり、「都道府県は、基本方針を踏まえ、その都道府県の区域

における消費者教育の推進に関する施策についての計画を定めるよう、努めなければな

らない」とあり、市町村にも同様に努力義務が課せられている。 
 「地方自治体は消費者教育に責任を持ってシステムを作ってください」と明記された

ので、消費者教育の推進に関する施策を滋賀県でどう策定していくか、具体的には方向

性も含め検討いただきたい。 
    消費者教育には様々な問題点があったので、消費者教育法で新しくシステムを考えて

いく上では、今まで指摘されていた問題点を考えて体系を作らなければならない。 
    とにかく「消費者教育推進法」によって法的には受け皿はできた。今後どういう点が

中心的な課題になるのか。個人的な意見になるが、①学校以外の消費者教育機会の確保、

②教育の中身の充実、③教育を担う人材の養成、この３点がおそらく一番重要だと思う

ので、滋賀県でも今後消費者教育を考える上で、この３点を中心的に考えていかなけれ

ばいけないと考えている。 
    今までの消費者教育の問題点と、消費者教育推進法制定に至った過程について、ご質

問、ご意見があれば。 

○委員：この新しい制度を設けたことにより、国はどのような財源措置を予定しているのか。 

○会長：基本方針を具体化するための細則を、今、国が委員会で考えている。基本方針（資

料６）の 10ページに、「この基本方針で掲げた事項を実施するための具体的な方策等に
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ついては、消費者教育推進会議や同会議の下におかれる小委員会で、継続的に検討、研

究を進める」とあり、具体的な方策の詳細を確定するまでには至っていない。 

○事務局：消費者庁からの交付金を受けて、基金を積立て、平成 21 年度から事業を行って
いる。昨年度は、補正予算で 60・2 億円が措置されました。来年度予算は、10 億円概
算要求で計上されています。今年度、５兆円の補正予算が組まれるという話が出ていま

すが、消費者庁が獲得できるか、消費者教育にどれだけ回されるかは不明。 

○会長：取りあえず財源は置いといて、先に地方自治体の基本施策をつくれということ。 

○委員：私は最初の消費生活相談員として、消費者というのはどういう人で、消費生活相談

員というのは、買い物をしてそれに苦情がある時に相談しに行くところの人です、と言

いながら各字
あざ

を歩いたのを覚えている。その後滋賀県ではせっけん運動が起こり、消費

者が中心になってせっけん運動を推進したという経過がある。 
 あの時の皆さんのせっけん運動に対する熱意というのはすごかった。琵琶湖を美しく

しよう、こんな汚い水は駄目だとみんなが思って、主婦が一生懸命に夜も寝ないで字を

回り、洗濯機を回してせっけんの使い方を見せて回った、という歴史がある。消費者教

育を滋賀県でするなら、そこから学んでほしい。消費者教育についても、自分たちがや

らなければいけないということを、まず思わなければならない。 
    最近のホテルでの偽装問題で言うと、芝エビかどうかを消費者が見抜くのは難しい。

けれど、それらがどういう過程でできるかを消費者が分かっていればおかしいと思った

のではないか。やはり消費者がよく知らなければいけない、見抜く目を培わなければい

けないのではないかと思っている。消費者教育はそこからやっていかなければいけない

と思う。先ほど会長が、消費者問題は昔からあったと言われたが、当時は「消費者問題」

という認識がなかった。「消費者問題」はこういうものだというところから運動を起こ

していった頃から考えると、隔世の感がある。 

○会長：各委員が今まで消費者教育との関係でどのような活動をされてきたか、あるいは今

後どのような活動が望ましいと考えておられるか、ご意見をいただきたい。 

○委員：地婦連では家庭の廃油を字で集めてせっけんメーカーに取りに来てもらい、琵琶湖

に優しいハンドソープを作って、学校でも使っていただく運動をしている。 

○委員：会長にご説明いただいた中で、もう少し強調しておくといいと思ったことが一つあ

る。消費者市民社会とは、自らの消費行動が他者に影響を与えることを自覚して行動す

る消費者市民がつくる社会。つまり、問題のある食品があればそれに対して意見を表明

してその仕組みを変えていくということが一つ。 
もう一方で、この消費者市民社会とは、自分の消費行動が他者や社会に与える影響と

して、環境に配慮した商品を買うことにより、そういうものが市場にあふれ、全体とし
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て環境に優しい社会ができるという考え方もある。例えば、時々チョコレート等でフェ

アトレード商品があるが、途上国の過酷な労働や児童労働など、賃金が適正に支払われ

ないような労働条件で働く人たちが作ったカカオ豆を原料にした安いチョコレートを

私たちは食べている。それを喜ぶのではなく、生産者に適正な賃金や安全な労働環境が

保障されている人権に配慮した原料でできたチョコレートを買うこと。 
あるいは、消費者教育推進法の基本理念の６番目に、「非常事態における消費生活に

関する知識と理解を深める」とあるが、東日本大震災の時に買い占めや風評被害など、

被災者の生活や生きる権利を脅かすような行動があった一方で、寄付したり、支援物資

を買うという行動もあった。 
つまり、自分がおかしな商品を買わなかったり、問題がある場合には訴えて社会を変

えるという一つの動きと、その一方で、様々な社会環境や人権、平和、安全などの社会

的価値に配慮した行動（社会的価値行動）をする消費者を育成したいという意味での消

費者市民社会をつくるというニュアンスがある。消費者教育に関する計画を作るとした

ら、この後者、人権等に配慮するといったことについて入れ込んでいく必要があると思

う。 
その関連で、県の消費者基本計画の基本的方向Ⅳに「環境に配慮した消費者行動の推

進」とあり、（基本的方向Ⅰに掲げた）「消費者教育の推進および情報提供」とは別にな

っている。消費者教育推進計画を既に作った東京都や、今、作成を進めている自治体な

どでは、消費者基本計画の中に入れ込む形になっている。滋賀県が消費者教育推進計画

を基本計画とは別に作るのか、基本計画をベースにするかはこれからの議論だと思うが、

基本計画をベースとする場合には、計画の中で今は消費者教育としては入っていない部

分（基本的方向Ⅳ「環境に配慮した消費者行動の推進」の中に入っている部分）などか

らも引っ張ってこなければいけない。 

○会長：この基本方針の中では、環境教育が消費者教育と切り離されて別の分野の問題とし

て扱われているが、滋賀県としての方針を考える上ではこだわる必要はない。 

○委員：滋賀県で（消費者教育と）環境教育は切り離せない。 

○会長：私も経緯から見ても切り離せないと思う。 

○会長：続いて、基本方針（資料６）の中身を検討させていただく。地方自治体との関係で

重要だと思われる部分で確認いただきたい点が５点と、検討いただきたい点が６点ある。 
 最初に消費者教育推進の法的根拠について確認すると、この基本方針は、「平成 25年
度から 29 年度までの５年間を対象として、消費者教育の推進の意義及び基本的な方向
と内容、あるいは連携やその他の事項を定めるとともに、都道府県消費者教育推進計画

及び市町村消費者教育推進計画の基本となるものとして、推進法９条に基づき定めるも

のである」とある（1㌻）。今後、われわれが検討する基本計画は、消費者教育推進法第
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９条に基づいてなされる計画であるという点をまず頭に置いて具体的な中身に入って

いく。 
    まず、「Ⅰ 消費者教育の推進の意義」（4㌻～）については、先ほど話した消費者市

民社会の意義とほぼ同じである。次に、「Ⅱ 消費者教育の基本的な方向」（11 ㌻～）
の中で一番重要なのが、国と地方公共団体の関係（15 ㌻）と、消費者行政と教育行政
との関係（16 ㌻）。地方自治体と国が具体的にどのような役割分担をするかというと、
「地方公共団体においては、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区

域の人口規模や構成などの社会的状況や、産業構造などの経済状況に応じた施策を策定

し、及び実施することとされている」（15㌻）とある。各地の地方自治体で活動を始め
ているが、今後、滋賀県でも基本的にこのような基本施策を策定するという方向で、審

議会を進めていく。 
 その具体的な中身は、「地方公共団体においては、地域特性に応じた消費者教育推進

計画の策定、消費者教育推進のための各種施策の実施に自主的かつ自立的に取り組み」

（15㌻）とある。つまり、ここでまずご確認いただきたいのは、滋賀県も推進計画の策
定と計画に基づく実施を随時進めることが求められているということ。 

    続いて、都道府県と市町村の連携・協働について。 
市町村も消費者教育推進の主体になることが求められているが、「市町村の規模は

様々であり、個々の市町村が消費者教育に取り組むだけでは、効果的かつ効率的に実施

できない場合もあるため、都道府県レベルで市町村の取組を支援し」、連携を促進して

ください、と書いてある（16㌻）。 
 従って、県が基本計画を策定する場合には、市町との支援と連携も計画の中に含める

方針になると思うが、この点についてよろしいか。特に、個別の様々な団体の連携を考

えると、都道府県と市町との連携、特に都道府県から市町に対する支援が不可欠だと思

われる。このあたりは、“琵琶湖条例”の経験を活かした形での連携が実現できれば、

非常に効果的。これを２点目の課題として、この方向で進めることにしたい。 
 また、教育部局との連絡調整が必要だとされている。「地方公共団体においても、消

費者行政担当部局と教育委員会を始めとした教育部局とが緊密に連絡を取り合い、共同

事業を実施する」ことが必要。 
 同じく連携の話で、地方公共団体と消費者団体、事業者・事業者団体との連携の話も

ある（17㌻）。ここで「消費者教育推進地域協議会」という新しい言葉が出てくる。こ
の協議会は、「地域の各分野の関係者が構成員となって、相互の情報交換および調整を

行う場」であり、この協議会を中心としてネットワーク化を図ってくださいとされてい

る。 
 情報交換と調整を図る場を設けること自体は望ましいが、協議会を作って情報交換と

調整を行うだけで、具体的な施策はまた別に考えるのか。この審議会では現実的な施策

を検討している。地域協議会を審議会とは別に設けるのか、それとも、審議会の中に地
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域協議会の情報交換・調整も含めた機能を持たせるのか。 
 地方自治体ごとに判断は異なると思うが、審議会に協議会の役割（情報交換と調整）

を含めているところが多いようである。地域協議会をどのように考え、滋賀県としては

どのような受け皿が考えられるか。 

○事務局：各都道府県で地域協議会にあたるものを置いているのは現時点で９都県であり、

そのほとんどが、審議会をベースにしたもの。滋賀県でも、地域協議会というのは、ま

さにこの審議会で、様々な各種団体の関係の方に来ていただき、施策の協議もいただい

ているので、審議会をベースに考えるイメージを持っている。 

○会長：情報交換と調整だけの会を別途設けるのは、マンパワー面や効率的な人材利用とい

う点からかなり問題があると思われるので、滋賀県としてどのような構成にしていくか

を考えなければいけない。ここで委員のみなさんにお聞きしたいが、地域協議会を審議

会とは別に設置するのではなく、審議会に専門的な方や市民に入っていただき、拡充す

る形で地域協議会にあたるものを作っていく方が現実的ではないかと考えるが、いかが

か。 

○委員：基本的にそれで結構だが、部会的な感じというか、もう少し専門分野に関わってい

る方や現場の方を入れてできるといい。また、教育委員会の位置付けをどうしていくか

を慎重に考えた方がいい。 

○会長：消費者教育は、正規の科目の中で教科書にある程度反映されている。そこに上積み

するかたちで、滋賀県としてプラスαの小中高、大学生も含め、どう学校教育を進めて

いくか。 

○委員：学校以外の部分で、社会教育とも連携を持たないといけない。 

○会長：教育行政に携わる方も、今回の法律との関係でどうしていけばいいか、試行錯誤で

悩んでおられると思う。場合によっては一度来てもらってお話しいただくといいかもし

れない。 

○事務局：庁内の調整会議には社会教育所管課に入ってもらっているが、学校教育課は含ま

れていない。消費者教育を論じるに当たっては、事務局としては学校教育課にも入って

いただき、連携を図っていきたいと考えている。 

○会長：誰か一人は、ということですね。その方が各分野融合的な議論ができるので、我々

としてもありがたい。 
    次に、「他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携推進について」（17㌻～）。 

他の消費生活に関連する教育として記載されている環境教育や、食育、法教育等は、

ここで考える消費者教育ではなく別の分野という位置づけになっている（18、19 ㌻）。



13 
 

ただ、「Ⅱ 消費者教育の基本的な方向（11 ㌻）」の中に、「消費者市民社会の構築に関
する領域」として「自らの消費が環境その他に影響を及ぼしうるものであることを理解

し、適切な商品サービスを選択できる力」とある。これは環境教育であり、環境教育が

消費者教育と切り離されているのはおかしい。 

○委員：金融経済教育も別に書いてある（20㌻）が、金銭教育は消費者教育そのもの。 

○会長：法教育についても「日常生活を支える私法の基本的な考え方」とあるが（19 ㌻）、
これは契約そのものであり、取引とイコール。よって、滋賀県の基本的な方針としては、

消費生活と関連する限りで環境問題、食育、法教育、金融教育は視野に含めて検討すべ

きだと考える。 

○委員：消費者庁が作ったイメージマップ（資料７）に、環境への配慮や金銭教育の内容も

入っているので、検討の際に言葉の表現や実体を整合し、滋賀県らしいものをつくると

いうことでいいのではないか。 

○会長：基本的方針は、この審議会で検討していくこととする。 
次に検討いただきたいのは、地域社会の役割について（23㌻）。特に消費生活センタ

ーが挙げられており、地方自治体レベルの消費生活相談窓口が、消費者被害の救済だけ

でなく、様々な情報発信機能も果たしていくべきだと指摘されている。 
    実際に社会で生じている消費者問題に一番身近なのは、消費生活センター窓口であり、

我々学者が新しい情報をいただけるのも、窓口の人からが多いので、消費生活センター

に消費者教育の拠点を置くことは非常に重要だと思う。 
 そのためには、先ほどの方向性を制度としてどう関連づけていくかという問題が出て

くる。すなわち、消費生活相談員にもっと消費者教育に携わってもらうためには、どう

いうプログラムを用意し、どういうキャリアを積んでもらうか、そのためにどんなテキ

ストが必要か等について、具体的に検討する必要があると書かれている。 
 消費生活センターが消費者教育の拠点としての機能を十分に発揮できるようにする

ためには、そのような環境づくりが必要であり、具体的な施策にどう反映させるか。こ

の具体化が今後の我々の課題である。 
また、各地域の実情に応じて、高齢者・障害者への適切な消費者教育を行っていく必

要性についても書いてある（25㌻）。今後、審議会でもどのような制度で具体化してい
くかという課題が出てくるだろう。この点については、福祉関係の方にご意見を伺いた

いと考えているが、現委員の中には福祉関係者はいないので、場合によって適宜参加し

てもらったり、委員の数を増やすなどでご対応いただければと思う。 
 先ほど、消費者基本計画の実施状況についてご説明いただいたが、福祉関係者を講師

にした講習会等を開催されているようだ。それらを消費者教育のシステムの中で、具体

的にどのように位置づけていくか。 
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    また、今後消費者教育を進めていく上で人材と教材をどのように確保するか（27 ㌻
～）。つまり、人材についてはどう養成し、教材は誰がどのように作成するかが問題に

なる。教材に関しては、消費者庁で様々な団体の教材を集めているので、以前に比べる

とかなり充実している。今後、滋賀県として、地域の特性に応じた教材を具体的にどう

作るかについてご検討いただきたい。 
 なお、滋賀県の司法書士会では、約 15 年前から小中学校に法教育の出張授業をされ
ている。進んでいるのは、どの司法書士でも対応できるようにマニュアルが作られてい

ること。そこまでできれば、様々な場面でかなり活用できると思う。 
 最後に、関連する他の消費者施策との連携について、消費者意見の反映・透明性の確

保が消費者教育についても必要であると指摘されている（37㌻）。「政府は消費生活に関
する消費者等の意見を広く施策に反映し、様々な公正性・透明性を確保するための制度

の整備など必要な施策を講じる。」とある。 
消費者教育についても、消費者の意見を反映させ、常に透明性を確保できるシステム

は当然必要である。また、消費者教育の中身を考えていく上でも、消費者の意見を拾い

上げるシステムを含め考えていくべきではないかと考えている。 
 皆さんに審議いただきたかった点は以上となる。これで基本的な方針は確定したので、

検討すべき課題もおおよそ明らかになったと思う。今年度の審議会は今日で終わりだが、

今後の基本的な方向性としては、次回の審議会までに、今回の審議を踏まえた具体的な

体制を事務局に提案いただく。その案について、来年度の審議会で検討していき、来年

度末までには骨子案の策定にこぎつけたい。 

○事務局：今後の進め方については、会長と相談するが、委員の皆さまにも個別に意見を伺

うこともあると思うのでよろしくお願いしたい。 

３．閉会  

あいさつ（消費生活調整監） 

今日のご意見を基に、会長ともご相談しながら、たたき台を作っていきたい。 
  滋賀県は、ご意見にもあったように、せっけん運動など、消費者が自発的に取り組みを進

めてきたところ。国の基本指針を参考にしつつ、皆さんから意見をいただきながら、本県ら

しい方針で、施策にも反映していきたい。 

〔１６時３５分 終了〕 
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＜注 釈＞ 

 

※１：ＡＣＡＰ（公益社団法人消費者関連専門家会議） 

企業や事業者団体の消費者関連部門に所属し、日々消費者の声に接している責任者・担当者が業

種を超えて集う組織。消費者の声を企業内に伝え、企業への消費者からの信頼の構築を図ることを

主たる目的とする。【出典:ＡＣＡＰ ＨＰ】 
 
※２：食品表示法 

食品を摂取する 際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保するた
め、食品衛生法、ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合して 食品の表示に関
する包括的かつ一元的な制度を創設。（現行、任意制度となっている栄養表示についても、義務化

が可能な枠組みとする）平成 25年 6月公布。２年以内に施行。【出典:消費者庁ＨＰ】 
 

※３：適格消費者団体 

消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費

者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたもの。（消費者契約法第２条第４項。）認定を受けるた

めには、「特定非営利活動法人又は民法 34 条に規定する法人であること」「不特定多数の消費者の
利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること」等

の適格要件を満たしている必要がある。【出典:消費者庁ＨＰ】 

※４：しらしが（しらせる滋賀情報サービス） 

滋賀県による、防災・防犯等の身の回りの危険に関する情報をユーザ登録された人の携帯電話や

パソコンあてメールで配信するサービス。 

※５：パブリシティ（Publicity） 

一般的には官公庁などが広く一般的に知らせるべき情報を、新聞・テレビ・ラジオなどの報道機

関に提供し、報道ニュースとして取り上げられるようにする活動。【出典：滋賀県広報マニュアル】 


