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第 51回滋賀県消費生活審議会会議録（概要） 

 

○開催日時・場所 

平成２６年９月４日（木）１０：００～１２：００ 

滋賀県庁大津合同庁舎７Ａ会議室 

○出席委員（五十音順、敬称略） 

礒田委員、宇野委員、岡野委員、瀬領委員、高嶌委員、中谷委員、苗村委員、貫名委

員、藤下委員、森野委員、山本委員（敬称略・五十音順） 

 

１．開会  

あいさつ（総合政策部長） 

委員の皆様には、本審議会の第１５期委員に就任いただき、また、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。 
  滋賀県では、これまで県民の消費生活の安心・安全を守るためのさまざまな取組を、滋賀県

消費者基本計画に基づき進めてきている。平成２１年度からは、消費者行政活性化基金を積極

的に活用しながら、県消費生活センターの機能強化、消費者の自立支援のための各種事業、県

内市町の相談窓口の充実に向けての支援を進めてきた。 
しかし、県内における消費者トラブルの現状は、劇場型勧誘による高額被害など、悪質・巧

妙化する手口による被害は後を絶たず、特に高齢者が被害者になっている状況である。このた

め、警察本部と特殊詐欺に関する発生情報を共有し、多発が予想される手口等について県民へ

の情報提供を官民連携で進め、被害の未然防止に努めている。 
委員の皆様は８月から新しい任期に入られ、本日は第１回の審議会となる。本日は滋賀県の

消費者施策の概要や、滋賀県消費者基本計画の実施状況について、事務局から説明させていた

だく。 
また、最近の消費者を取り巻く現状や消費者教育推進法の制定など、消費者教育を巡る動き

等について報告させていただく。 
さらに、県消費者基本計画の期間が来年度末までとなっていることから、本日は、基本計画

の改定に向けたスケジュールと、消費者教育の推進方策について説明させていただくので、委

員の皆様には、この先の消費者基本計画の改正を視野に入れ、滋賀県の消費者行政の今後のあ

り方について、幅広い観点からご審議をお願いしたい。 
複雑化、悪質化する状況を踏まえ、行政としても積極的な消費者行政を展開する必要がある

と考えている。いただいた意見は来年度の施策の構築にもできるだけ反映していきたい。 
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２．議事等 

（１）会長、副会長の選出について 

滋賀県消費生活条例施行規則第２条第２項により、委員の互選によって会長に髙嶌委員、

副会長に森野委員が選出された。 

○会長：委員として、こういう機会に消費者として声をしっかり届けていただき、県の政策に反

映させることが一番大事。ぜひ遠慮なく意見を述べていただきたい。 
  

（２）平成２５年度消費者基本計画実施状況について 

○事務局から、資料１、２に基づき、消費者基本計画の概要および消費者基本計画の実

施状況について説明。 

＜委員からの質問・意見および事務局の応答＞ 

○会長：滋賀県消費者基本計画は、県の消費者行政のいわば「憲法」。消費者基本法第４条で、地

方公共団体は消費者保護のために何をしなければいけないか定められており、県の消費生活条

例では、消費者施策の計画的な推進を図るために消費者基本計画を作ることが示されている。

この基本計画の実施内容について意見や質問を伺いたい。 
○委員：計画の実施状況を見ていると、数値実績で自己評価的に書かれている。この計画全体に

対してはどう評価されているか。 
○事務局：この資料はある意味自己評価。計画に対してはこの審議会で確認・評価を受け、今後

の施策等に反映させていくこととしている。 
○委員：高齢者関係やネット関係での大きな課題等、最近、顕著に変わってきていることはある

か。あれば今後の課題になってくると思う。 
○事務局：最近の大きな特徴として、高齢者の相談が特に増えている。 
○会長：議題５で「平成 25 年度消費生活相談状況」について報告いただくが、資料５を見ると、

高齢者被害とネット被害の増加という２点がかなり強調されている。これらへの対応を次の基

本計画にどう盛り込み、どういう施策が必要かについても、審議会で議論する対象になる。 
その他、高校生のための消費生活講演会受講者数や大学生受講者数が、昨年度は減っている

のはなぜか。 
○事務局：高校生のための消費生活講演会は、毎年度各学校に案内し、学校の取組として実施さ

れているもの。各校のカリキュラムの作り方等により、実施年度が変わることなどから数の変

動が出てくる。 
○委員：この講演会は弁護士会との共催だが、弁護士会では昨年から日弁連のパイロット事業と

して、中学生や高校生に対する法教育に関する出前授業等を非常に活発に行っている。そこで

かなり消費生活についての講義も行っているので、実数としては多分増えている。 
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○事務局：弁護士会のほか、司法書士会で主催されている法教育講座もある。ここに挙げた数字

はあくまで消費生活センター主催のものである。 
○委員：ただ、年々減っている受講者数を増やすことは、消費生活センターと弁護士会共通の課

題。 
○会長：２点の懸念がある。１点は、小学校、中学校、高校については、既に教科書に消費者教

育に関する記述が盛り込まれているが、先生に専門的な知識がないことや、受験偏重型教育で

試験に出ない教科は飛ばされてしまうという問題点があり、どのように小中高の消費者教育を

充実していくかということ。 
  もう１点は、大学での消費者教育についての議論が今まで十分でないこと。個人的には、全

大学の全学部で、市民として安全・安心な生活に必要な最低限の法律・取引知識は教えるべき

ではないかと考えている。 
○事務局：大学では、新入生のオリエンテーション等に出前講座を行っている。 
○会長：消費者教育は、ぽつぽつ行われているものが多いため、体系的に勉強してもらうことを

考えると、大学の講座で勉強してもらうのが近道かという気はしている。 

（３）滋賀県消費者基本計画の改定について 

○会長：次に議題（３）の基本計画の改定について、また、議題（４）の消費者教育専門部会の

設置についても次の基本計画の改定の中に入れるべき議題となる。 
  2012 年に制定され施行された「消費者教育推進法」の中には地方自治体の役割が明記されて

おり、これに基づいて、それぞれの地方自治体、特に都道府県では消費者教育に関する推進計

画を策定する、ということになっている。従って、次の基本計画の中には、消費者教育に関す

る推進計画も入れていかなければいけない。 
 ただ、基本計画全部と、消費者教育という若干専門的なものをこの審議会で全部いっぺんに

やるのは難しいので、消費者教育に関しては審議会の下に専門部会を置いて、そこで議論して

はどうかというのが議題（４）となる。次期基本計画の改定と、消費者教育をどう計画の中に

盛り込んでいくかは切り離せない課題なので、議題（３）と議題（４）を合わせて、次回の消

費者基本計画をどのように改定していくのかについて、事務局から説明いただく。 

○事務局から、資料３、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＞ 

○会長：今回、この審議会で決定すべき事項は２点。まず１点は、次の消費者基本計画の改定に

あたって、基本的な方向性と内容を審議会で皆さんにご検討いただくこと。 
 基本計画には、「消費者教育推進法」に基づく消費者教育推進計画（の内容）を入れ込まない

といけない。また、消費者教育以外にどのような内容を盛り込んでいくかが非常に重要な点に

なる。 
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 この点については、先ほど委員から高齢者対応が必要ではないかとご指摘いただいたように、

資料３の２ページに記載した「高齢者等配慮を要する消費者への対策」というのがこれに当た

る。 
  次に２点目、消費者基本計画の中に消費者教育推進計画（の内容）を作ることは決まってい

るが、その作り方として専門部会を設置するという方法で進めていいか。これが検討すべき２

点目の課題になる。 
 まず、１点目について私から。新しい法律の動きとして、「食品表示法」という新しい法律が

成立、施行されている。食品表示は今まで、「ＪＡＳ法」や「食品衛生法」等の法律に分散して

いたが、それらをまとめて一本化し、食品表示をしっかり規制する方向となった。これに基づ

き、県でも食品表示の規制監督を行っていかれると思うが、この点について、県で盛り込むべ

き点があれば注意していただきたいということ。 
 また、「景品表示法」が改正、施行されていると思うが、この改正により地方自治体の権限が

かなり強化されていたと思うので、これも恐らく次回の基本計画に、ある程度影響を及ぼすと

思う。これも少し留意して調べていただきたい。 
○委員：資料３中の、ライフステージごとの消費者教育の一覧表について。実際はどのように具

体的に分解されて、情報伝達等をされるのだろうか。ぱっと見ただけでは違いがよく分からな

い。 
 消費者教育について、学校教育や社会教育の関係者を入れて検討されるが、高齢者を意識し

た内容はどう盛り込んでいくのか。 
○会長：１点目については、議題（４）の消費者教育専門部会の設置とも関係するので、後ほど。

２点目の高齢者等、配慮を要する消費者に対しては、県としてどうシステムを作って対策して

いくのかというご質問である。 
○事務局：高齢者等配慮を要する消費者への対策については、「消費者安全法」にも関連している

が、同法は先日改正されたところであり、他府県の事例も見ながら進めていきたいと考えてい

る。高齢者への教育に関する部分については、社会教育、特に地域の公民館などでの講座が必

要ではないかと考えている。公民館講座には高齢者も参加されると思うので、それらの中で高

齢者への教育や啓発をどう進めていけばよいのか、消費者教育の推進方策を考える中で併せて

考えていきたい。 
 ただ、教育以外の見守りに関する部分については、福祉の分野で既に進んでいるところとの

連携をどう進めていくのか、場合によっては、福祉関係者にオブザーバー的に入っていただく

などして考えていきたい。具体的にはこれから検討していく。 
○会長：地方自治体レベルで高齢者の見守りネットのようなものを設けているところが多いが、

特に小さい自治体になればなるほど高齢化率は高く、週に１回必ず巡回するような、高齢者の

生活の安全を守るシステムがかなり出来上がっているところもある。県として、そういうシス

テム的対応が可能かについては、検討課題として一応入れておくことにしたい。 
○委員：この基本計画が、滋賀県の消費者行政の「憲法」だとすると、基本的には価値序列とい
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うか、ものの考え方をこの機会に再検討する必要があるのではないか。 
  もう一つは消費者の自立について。自立は難しい問題で、一つ間違えたら自己責任論に転化

する危険性がある。リスクは全部引き受けろということになりかねないので、自立についての

スタンスの取り方を、少し慎重にした方がいい。 
  消費者というものの一つの大きな特徴は、取引に将来に向けての事業的な投資効果がないと

いうことと、何らかのダメージを受けた場合の回復力が非常に限られていること。とりわけ高

齢者には回復力はほとんどないので、生活破たんに直結してしまう。 
  この問題については、滋賀県には非常に若年層の多い市町もあるが、全体として見たときに

は、かなり厳しい状況にあるので、しっかり考えていくことが必要。 
○会長：消費者の自立を促すということは、いろいろな規制を撤廃して自由にやってもらう、そ

の方が社会は活性化する、ということなのだが、どうしても強い者が経済力を持つに至る。そ

れで格差がどんどん広がっていく負の側面が必ずあるので、消費者の自立は確かに大事だが、

そこに一定の限界を考えないといけないのはご指摘のとおりかと思う。次期基本計画を考える

上でも、基本方向Ⅰ（消費者の自立のための支援）について、“自立”というのが、どの範囲で

きちんと機能するのかという視点を入れた方がいいと思う。 
それでは、１点目の基本計画の改定の基本的な方向と内容については、これでよろしいか。

（全委員、了承。） 

（４）消費者教育専門部会の開催について 

○会長：審議の第２点目、消費者教育の基本計画を、専門部会を設置して策定していくかどうか

という点について。まず、専門部会という基本的な性格と法的根拠を明らかにしておきたい。

「滋賀県消費生活条例施行規則」第４条に「専門部会の組織」とあり、「専門部会は委員及び臨

時委員のうちから会長が指名する者をもって組織する」と、専門部会を審議会で設置できると

書かれている。 
○事務局：まず、「滋賀県消費生活条例」第９条第２項に、「審議会に、特別の事項を調査・審議

するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる」となっており、第 10 条で「必要

に応じ専門部会を置くことができる」となっている。これを受けて、条例施行規則で専門部会

の組織が決まっているということなので、あくまでこの審議会の中に専門部会を設置するとい

うことである。 
○会長：つまり、あくまで審議会の下にある組織であり、そこでの審議内容は、審議会の場でも

う一度検討することになる。そういう観点から、この専門部会には、特に教育の専門家等、教

育現場の状況をよくご存じの方に臨時委員として入っていただき、そこで現状を含めて一定の

審議をしていただくのが、時間的にもかなり限られている中、妥当な方向性ではないかと思わ

れる。 
（全委員、了承。） 
消費者教育については専門部会を設置し、そこで審議いただくこととする。 
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○委員：１点、確認したい。施行規則では、専門部会の組織に関しては、「委員および臨時委員の

うちから会長が指名する者をもって組織する」となっている。臨時委員自身を審議会の委員に

しておかないといけないように思うが、審議会の委員として新たに任命することになるのか。 
○事務局：審議会の臨時委員としての委嘱が必要となるので、知事から臨時委員を委嘱させてい

ただく予定。 
○会長：臨時委員として委嘱した上で、会長が指名することになる。専門部会の委員を、委員お

よび臨時委員のうちからどう指名するかについては、私の指名とはなっているが、この人がふ

さわしいのでは、というご意見があればお願いしたい。 
○委員：先ほど、臨時委員には学校関係（若年層）と社会教育関係（高齢者関係）を考えている、

と言われたが、若年層と高齢層の中間（成人）をどうするか。 
  また、（次期計画最終年の）５年先、東京オリンピックが開催される頃には消費者を巡る状況

がどのようになっているか。電子商取引関係が多くなり、それに関するトラブルが多くなって

くると思うので、電子商取引関係に詳しい人がいるといい。 
○会長：そのご指摘は、先ほど別の委員から指摘いただいた、各ライフステージにどのような消

費者教育がなされるのか分からないということと、裏腹の関係にあると思われる。 
  専門部会で検討いただく事項については、資料４に３点書いている。「各ライフステージでの

体系的な消費者教育の実施」と、「消費者や場の特性に配慮した消費者教育の実施」、そして「関

係機関との連携」の３点だが、まず必要な教育の内容を確定し、次に、その教育内容を各ライ

フステージに割り振っていくという順序で考えると良いと思う。 
必要な教育内容に関しては、若年層にはこういう問題、高齢者にはこういう問題、というふ

うに考え、特に電子商取引については層を問わず問題になっているという点で、抜かすことが

できない、不可欠な内容だというご指摘だったと思う。 
 若年層、高齢者というライフステージに応じて考えることができ、電子商取引に関する知識

をお持ちの方を考えられるといい。また、ライフステージだけではなく、他の委員さんの年齢

や性別も含め、できるだけ多様な視点を持って専門部会の委員を決定していきたい。この場で

決定するわけにはいかないので、条例施行規則に従い、私が指名させていただくことにしたい。 
（全委員、了承。） 

○事務局：専門部会での検討事項として、消費者や場の特性に配慮した消費者教育を挙げている。

特に事業所や職場という職域の中でも消費者教育を推進していかなければいけないため、事業

者の方にもぜひご協力いただきたいと考えている。 
○会長：消費者保護というのは、まさに事業者との関係で実現する部分が多いので、事業者委員

にも積極的に入っていただきたい。 
○委員：この“場の特性”という言葉には、両義的な意味がある。従来では１対１の対面的取引

を基本に考えればよかったが、電子商取引だと、消費者のいる場所は部屋の中で、ほとんどが

夜中にやっている。そういう場の特性についても勘案するならば、そういう問題意識を持って

おられ、技術的なことについてもある程度詳しい方に入ってもらえるといい。 
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○会長：電子商取引を専門にされている方は少なく、人選にはかなり苦労すると思うが、私と事

務局とで、できるだけふさわしい人選をさせていただくということでお願いしたい。 

（５）その他 

・平成２５年度消費生活相談状況について 

○会長：消費生活の相談状況については、今こういう相談が増えているということで、今後の基

本計画改定の際のヒントがこの中に含まれていると思われる。 
 特に電子商取引に関しては、最近、驚くような事例が出てきている。例えば、事業者に「こう

いうソフトウエアをパソコンに入れてください」と言われてそのとおりにしたら、勝手に事業者

が遠隔操作して契約を結ばされた、というようなもので、本当にネット取引に関しては無法状態

にある。そういう状態も含め報告をお願いしたい。 

○事務局から、資料５に基づき説明 

＜委員からの質問・意見および事務局の応答＞ 

○会長：平成 25 年度の相談状況から、高齢者被害とネット被害がかなり多いことが分かる。こ

の状況に照らして、次回の基本計画の策定にあたって留意すべき点を伺いたい。 
○委員：件数については詳細まで分かるが、どのようなタイミングでの相談なのかが知りたい。

どうにもならないようになってからの相談なのか、ちょっとおかしいなと思った時点での相談

なのか。後者での相談なら解決する可能性があるが、前者の状態での相談だと“悲惨な事件で

すね”で終わってしまう。相談窓口に来られた段階で、解決できる案件と、どうしようもない

案件とがあると思うが、そのあたりどうなっているか。 
○事務局：相談を受けて助言し、自主交渉等々で処理いただいている案件は、県全体で 7,869 件。

一方、（センター等が事業者との間に入って交渉を進める）あっせん率は県全体では相談件数の

約 10％となっている。あっせん率の全国平均が 8.6%なので、本県は平均よりも高い。あっせ

んに入ったもののうち、解決した割合（あっせん解決率）は９割と、ほぼ解決している。 
○会長：10％の残りは、（最終的に被害がどこまで生じているかは別として）あっせんに入る余

地もなかったということだと思う。特に劇場型勧誘事例の被害者救済は、振り込んだか振り込

まないかだけで決まってしまい、振り込んでしまった場合には、最終的に回収は難しい。オレ

オレ詐欺の発展形で、非常に巧妙に舞台裏を作って騙すというもの。劇場型という呼び名はい

いイメージがあるので、悪いイメージの言葉があればいいのだが。 
○事務局：最近の傾向としては、事前に相談されるケースが多い。窓口周知が進んできたためか、

「こういう電話がかかってきたが、これは安全か」という相談もある。 
○会長：消費者教育としても、ちょっとおかしいと思ったら信頼できるところに連絡してもらう

ようにすることは大事。特に高齢者に関しては自立が難しい領域なので、どのように行政や地

域がフォローしていくかが重要なポイントになる。小さい自治体ほど深刻な問題になっている
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のではないか。 
○委員：私の町の担当課では、消費者行政に特化して業務を遂行している状況になく、具体的な

内容までは熟知していない。 
○会長：本当に大変な状況だろうというのは理解している。 
○委員：市町別の消費生活相談の受付比率の推移について、県よりも市町での相談件数がかなり

増加しているとのことなので、市町に複雑な問題が多く寄せられているだろうと思ったが、25
年度に県と市町が行った困難案件の共同処理は２件しかなかった。 

  市町へのヘルプデスク対応等もあるようだが、困難案件の共同処理件数が少ないのは、県の

センターとして、行政職員しかいない町等に対するバックアップができるシステムになってい

るか疑問。県の相談体制を充実させることを次につなげたい。 
○事務局：町の窓口で対応に迷った相談案件については、ヘルプデスク等々を利用して県センタ

ーにお尋ねいただき、県センターでフォローしているもの。 
困難案件の共同処理とは、次々販売等で大変な被害に遭われた例など、町単独では処理でき

ない案件について、県センターが一緒に処理させていただいたのが２件。そのほか、様々な相

談手法等については、適宜相談いただき対応している。 
○会長：行政は縦割りの部分が残っているので、共同処理する枠組み自体がまだシステムとして

十分設立されていない。 
 一つの方向として京都の例を挙げると、京都では、京都府と府下の市町村、京都市弁護士会、

消費者団体のＮＰＯ等を含めて「消費者安心チーム」という横の関係のチームをつくっている。 
  2010 年に実施した「未公開株被害 110 番」という取り組みでは、電話相談の受付窓口を弁

護士事務所に一本化して設け、かかってきた相談内容が完全に詐欺的なものであればそのまま

警察に回す、訴訟が必要な案件であれば、弁護士さんや京都消費者契約ネットワーク等のＮＰ

Ｏに回すというやり方を取った。被害の実態に応じて、関係省庁やその他消費者保護団体も含

め共同で窓口を設けるというシステムが、京都では今のところ機能している。 
 消費者教育関連では、各団体が協力しないといけないと言われているが、消費者相談窓口で

も横の協力体制を充実していくことが必要であり、できれば次の基本計画の中で触れられれば

良い。 
 
・消費者教育に関する滋賀県政世論調査結果について 

○事務局から、資料６に基づき説明 

＜委員からの質問・意見および事務局の応答＞ 

○会長：消費者教育を受けたことがない人が一番多い。これを減らすことが、まずするべきこと

だと思う。その中で環境問題に関しては、滋賀県は「琵琶湖条例（滋賀県琵琶湖の富栄養化の

防止に関する条例）」等で先進の取り組みをされてきたことが、こういう調査結果に反映されて
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いて非常に興味深い。 
 滋賀県で消費者基本計画をつくる際には、環境問題を重視して基本計画を立てていただけれ

ばと思う。この調査結果については、消費者教育専門部会で参考にさせていただく。 
  予定議題は以上だが、その他質問などあれば。 
 
○委員：一点だけ、基本的なものの考え方に関して、消費者の自立について安易に取り組んでは

いけないのではないかということと、県と基礎自治体である市町との関係について、どちらが

責任を持つかということを、消費者教育の問題については盛り込んでいくことが必要だと思う。 
○会長：県と市町の基本的な枠組みは一応「消費者教育推進法」の中に規定されていて、都道府

県は法的責任を負い、市町村は責務、と分けられてはいるが、いずれにせよやらなければいけ

ないのは間違いないため、システムとしてどう具体化していくかということになる。 
 

３．閉会 

あいさつ（消費生活調整監） 

これから２年間の中で、消費者基本計画の改定という大きな役割がある。 
 社会情勢の変化に加え、「消費者教育推進法」の施行のほか、「食品表示法」、「景品表示法」、さ

らには「民法」の改正も予定されているなど、新たな動きもあるが、そういう状況を踏まえ、滋

賀県らしい基本計画ができるようにしていきたい。 
 

〔１２時００分終了〕 


