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第 53 回滋賀県消費生活審議会会議録（概要） 

 

○開催日時・場所 

平成２７年６月５日（金）１４：００～１６：３０ 

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、市村委員、瀬領委員、高嶌委員、苗村委員、貫名委員、藤井委員、藤

下委員、森野委員、安田委員、吉田委員（敬称略・五十音順） 

 

１．開会  

あいさつ（総合政策部長） 

委員の皆様には日頃から本県消費者行政の推進について、格別のご理解、ご協力をい

ただいていること、この場を借りて厚くお礼申し上げる。 
県の現在の消費者基本計画は今年度が終期であり、今年２月に開催した審議会で、消

費者基本計画の改定について諮問させていただいた。現計画がスタートした平成 23 年度

以降、高齢者を狙った悪質商法による消費者被害の深刻化や、インターネットの利用に

よるトラブル等の消費生活相談の増加、食品表示での不正事案の発生など、消費者の安

全、安心を巡る状況は大きく変化してきている。 
国においては、消費者教育の総合的、一体的な推進を目的とする消費者教育推進法の

制定をはじめ、景品表示法の改正、消費者安全法の改正等により消費者行政の強化が図

られてきている。 
このような関係法令の制定や改正、消費者を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成 28 年

度からの新たな消費者基本計画について、審議をお願いしているところ。 
前回は、基本計画の骨子案について審議いただき、様々な意見をいただいた。本日は

これまでの意見を反映した次期計画の素案を準備している。次期計画が、社会情勢の変

化を踏まえ、県民の消費生活の安心・安全を守るための計画となり、また、「消費者自身

が“自ら考え行動する”消費者市民社会」の実現にもつながる計画となるため、この素

案の内容について、審議をお願いしたい。 
 
２．議題 「滋賀県消費者基本計画の改定について」 

 

○会長：本日の議題は、滋賀県消費者基本計画の改定について。 
  この基本計画の改定については、既に前回までに全体について意見をいただいたとこ

ろ。今回の基本計画の新しい点は、消費者教育の推進に関する基本方針や施策案を含ん

でいること。参考資料は、この点について昨年度の消費者教育の専門部会でまとめてい

ただいた内容を反映した資料になっている。 
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 本日は消費者教育推進の部分も含め、引き続き滋賀県消費者基本計画の改定について

皆さんにご検討いただきたい。 
 
○事務局から、資料１および資料２、資料４により、消費者基本計画の改定について、

また、消費者基本計画の素案の概要について説明。 

 
○会長：前回までの意見を踏まえた、基本計画素案の大まかな方向を示していただいた。 
 今回は基本方針をより具体的に詰めていく作業が必要となる。その手掛かりとして、

論点を資料４で三つ挙げているので、この論点も含め、先ほどの説明の中で分からない

点や、明らかにしておきたい点があればご意見をいただきたい。 
○委員：資料１の３ページ、インターネット関連相談の円グラフについて、「その他」が 65％

もある。通常「その他」は１割くらいだと思うので、どんなものがあるか知りたい。 
○会長：まず一番多いのはデジタルコンテンツ。デジタルコンテンツは、アダルト情報サ

イト等で情報を買うようなサービスで、これが 14％。続いて、健康食品、商品一般、フ

リーローン・サラ金、工事・建築、賃貸住宅となっている。これ以外にどういうものが

あるか。 
○事務局：ファンド型投資商品や移動通信サービス、修理サービス、空調・冷暖房・給湯

設備等の他、医療、新聞、放送サービス、調理食品と続いている。 
○会長：確かに「その他」が全体で 65％もあると、内訳をもう少し知りたくなる。65％の

内訳をあまり細分化せず、こういうものがある、と教示いただきたい。 
  インターネット関連の問題点は、法律自体が全然追い付いていない。十分に被害実態

を調べて、それを法律に反映させるところまで進んでいないので、そのあたりの分析が

今後は必要だろう。 
  なお、特殊詐欺について。振り込め詐欺とそれに類似する手口の詐欺を、広く総称し

て特殊詐欺といっている。「オレオレ詐欺」が代表的だが、アダルト情報サイトに関する

架空請求等も特殊詐欺だし、「お金を貸すので保証金を出して」という融資保証金詐欺等

もある。そのような「振り込め詐欺」に類似する手口を総称して特殊詐欺といっている。 
 高齢者は取引に慣れていないことと併せて、判断能力が低下している場合もあり、特

殊詐欺のターゲットになりやすい。 
  前回、こういう高齢者に対する対応について多くの意見をいただいた。それらを基本

計画素案にどう反映したかについては、後で説明させていただくこととして、本日は三

つの論点に沿って検討いただく。 

 
○事務局から、資料４により＜論点１＞について説明 

 

○会長：まず論点一つ目は「目指す姿」について。簡単に言うと、今まで基本計画のキャ

ッチフレーズがなかった。消費生活とは全ての市民にとって一番身近で重要な問題なの

で、目を通してもらうための工夫が要る。その一つとして、パッと見て「消費者基本計
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画ってこういうものだ」ということが分かるキャッチフレーズを付けてはどうかという

提案。 
新たな取り組みを行うときに、キャッチフレーズをつくることはよくある。例えば、

滋賀県で行った地産地消キャンペーン『おいしが うれしが』。これも、分かりやすさに

加えて、滋賀県らしさを入れようとしている。今回の「目指す姿」にも、滋賀らしさを

感じられる部分があればいいと思うが、いかがか。 
○委員：基本的に、こういうキャッチフレーズを出すのはいいと思う。こういうのは、地

域性や時代性をわかる言葉を入れるが、基本は内容だと思う。例えば地域性を考える場

合、京都では歴史と伝統、神戸だと歴史的に開かれた、という言葉になるのだろう。滋

賀で地域性や時代性を考えると、例えば生活の豊かさ、「豊か」という言葉が入ったりす

るのかもしれない。 
○会長：“みんなでつくる”というところに、消費者市民社会の考え方を反映しているとい

うのが、時代性と言える。もう一つ「豊か」という点を地域性で考えると、滋賀の場合、

環境保護に力を入れてきた、こういう豊かな環境を今後も守っていくという内容が入る

と、今までの滋賀県の基本的な施策とも合致する。一語で示すのはなかなか難しいが。 
○委員：基本方針の一つに、「自ら考え行動する」とあるので、例えば「みんなで考え、つ

くる消費者安全安心社会」。まず「考える」。そして「つくる」消費者安全・安心社会。 
○会長：「考える」というのは必要だと思う。消費者という概念にどこまでを含むかという

のが、人によって異なってくる。 

例えば、消費者教育の柱の一つが環境教育だが、今まで環境問題は、必ずしも消費者

と直接リンクさせては十分議論されず、むしろ企業側が経済活動をする上で公害等を出

してはいけない、ということで法的には問題になってきた。これを、もっと消費者側も

積極的に環境に配慮する行動を取れるのではないか、というのが消費者教育。物を一つ

買うにしても、環境に配慮した商品を作っている企業から優先して購入すれば、消費者

の消費行動を通して、環境をどんどん変えていける。これが今までの消費者教育と「環

境」との関係で言われてきたことだが、滋賀県の場合、洗剤をびわ湖に優しいものにし

ようという形で、直接、地域の環境を守るという意識がかなり明確にある。 
 そこは今まで、消費者教育というより環境教育として分けてきたので、できれば今回

はそこを消費者基本計画の中に取り込み、一体的に推進していきたい。そういう考えも

含めたキャッチフレーズとなると、かなり欲張りであることは間違いないので、うまく

考えるのは難しいところではある。 
○委員：１点だけ。滋賀県基本構想の期間は、消費者基本計画と対応しているか。目指す

姿は、県の基本構想に対応しているという説明だったが、基本構想が変わってしまって、

消費者基本計画と対応しなくなることはないか。 
○会長：整合性については、特に滋賀県の施策との整合性と、国の施策との整合性の双方

が必要だと思うが、ご指摘いただいたのは県の基本構想について。県の基本構想は、ど

のようなスパンで構想されているか。また、その他関連する各種計画については、具体

的にどういうものが念頭に置かれているのか。 
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○事務局：県の基本構想は、今年３月に策定され、計画期間は平成 27 年度から 4年間、平

成 30年度までとなっている。期間後半は消費者基本計画の期間とずれてくるが、30年度

までは整合性はとれる。 

また、各種関連計画については、主なものは「食の安全・安心推進計画」。その中に消

費者行政に関わる箇所は入っているので、整合性はとっていく。その他、環境面では環

境総合計画を策定している。そこにも、消費者側からの行動、環境に配慮した行動の実

践について掲げられているので、今回、関係させていきたい。 
○会長：滋賀県基本構想について、「安全・安心な生活」を目指すというのは、平成 30 年

度以降も変わらないだろうから問題ないと思われる。それ以外の計画との関係について、

今後は、単に別々にやっていることの整合性が図られるというだけでなく、重要なのは、

さらに連携が求められるということ。そこを具体的にどう考えるかは、論点３で、改め

てご意見をいただければと思う。 
  では論点１については、目指す姿を掲げることについては異論ないようなので、具体

的な表現や言い回しについては、次回まで考えていただき、提案いただくとこととした

い。 
 
○事務局から、資料２、３、４により＜論点２＞について説明。 

 
○会長：論点２の具体的な審議に入る。資料２で、「基本方針（案）」として、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

とある。基本方針として、まず“安全・安心な消費生活を確保”する。２番目に、“自ら

考え行動する、そういう消費者になるための支援”を行う。３番目が、“消費者被害の防

止と救済を図る”となっている。 
 この３つの基本方針に沿って、具体的にどういう施策が必要なのかというのをまとめ

たのが、その下の「第４章 消費者施策の展開」のところ。それぞれ、三つの重点施策

が挙げられており、ここが今回の基本計画のコア、中心に当たる。まず、ここで質問が

あれば。 
○委員：基本方針Ⅰの重点施策３に「生活関連物資の安定供給」とあって、物価情報の提

供と、緊急時の安定供給が言われたと思う。緊急時の供給については分かるが、物価情

報の提供が、安定供給とどう関係があるのかが分かりにくい。 
○事務局：具体的な内容については、資料３の 29ページに記載しているが、今、物価がど

のような状況で動いているかということの情報提供は、全てのベースになるもの。日々

の物価をしっかり確認して、それを随時お伝えしていくということは、急に物価が上が

る時に、適切な対応を取るための材料になる。 
○委員：物価情報は非常に重要だと思うが、消費者側はどう対応したらいいのかが分かり

にくい。地方バスの路線運行維持が、なぜ物資安定供給につながってくるのか。これは

違う施策の中に置かれるべきでは。 

○事務局：生活関連物資とは、商品だけではなくサービスも含まれる。また、路線バスに

限らず、食についても、防犯・防災についても、それぞれ担当課があるが、もともとそ
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れらを含め非常に幅広いのが消費者行政であり、それらを消費者行政の目線でもって合

わせたのが、この消費者基本計画になるということはご理解いただきたい。 
○会長：特に大規模な災害が発生した場合など、生活関連物資の値段が急に上がる時は、

たいてい買い占めや売り惜しみが出てくる。ここでの施策の中心は、そういう場合に法

令や条例により安定供給を図るということがポイントになる。 
 ただ、それは経済活動を公権力で制約する、公権力が介入するということなので、都

道府県や市町村は、その必要性について透明化を図らなければならない。市民に対して

「これだけ物価が上がっている」という情報を日々提供することで、行為の適切さを明

示する意味がある。ここでの施策の重点ポイントは、最終的には安定供給を目指す上で

の透明化を図るために、様々な情報を提供するということ。地方路線バス等のことを考

えると、「生活関連物資」とするより、「生活関連物資およびサービス」とした方が、分

かりやすいかもしれない。 
  では引き続き、基本方針案について。この三つの柱そのものは、以前から検討いただ

いているところだが、基本方針の全体的な構造、構想についてはいかがか。資料２の２

枚目に、現在の計画と次期計画の比較をしているが、基本的な構造が異なっている。 
  現在の計画では、「基本的方向Ⅰ 消費者の自立のための支援」とあるが、次期計画案

では、「基本方針Ⅱ 『自ら考え行動する』消費者になるための支援」となっている。タ

イトルそのものに、“考え”が含まれ、消費者市民社会の理念に沿ってリニューアルされ

ている。また、一つ目から二つ目に順番が変わっている。 
  そして、現在の計画では、３番目に挙げられている「安全・安心な消費生活の確保」

が、次期計画案では一番最初になっている。こういう基本計画を立てる最終的な目的は、

市民が安全かつ安心して消費生活を送れるように、ということだと思うので、この目的

を一番最初に持ってくる。 
  この目的を達成する手段として、基本方針Ⅲの「消費者被害の防止と救済」があった

り、こういう生活を確保できる社会をより確固たるものにしていくために、自ら考え行

動する消費者になるための支援を行う、特に教育の観点からバックアップするというこ

とがある。教育は目的でもあり、手段でもあるので、置き方は難しいが、これを２番目

に置いている。このように、新旧の計画で基本的な枠組み自体が異なっているが、これ

らも含め、ご検討いただきたい。 
  さらに、この全体構造を前提にすれば、具体的にどういう施策が必要かということが、

重点施策として９つ挙げられている。 
 消費者教育について、また、消費者被害の防止と救済に関しては、前回もたくさん意

見をいただいており、このあたりが素案にはどう反映されているのかは、後で議論する

が、まず基本方針全体の構造についてはいかがか。こういう可能性があるのでは、とい

うことも含めて、いろいろ意見を出していただくとありがたい。 
○委員：“消費者”が切り口になっているので、まず事業者を法律でしっかり監視し、次に、

消費者自ら考えてもらう、そして最後の「消費者被害の防止」のところで、一番最後に

「事業者指導の強化」という、どちらかというと、事業者に問題があるという、消費者
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を法律で守ります、それでもできない事業者は法律で指導します、という構成になって

いると思う。 

  消費者を守るのは当然だが、事業者側から見ると、消費者と一緒に学びたいし、ご意

見も聞きたいと思っている。そのことに協力いただけないかなという気がする。 
○会長：いいご意見をいただいてありがたい。事業者と消費者の関係については、前回ま

での議論の中でも、悪質な違法行為をしている事業者について指導強化するのは当然だ

が、ちゃんと事業展開している事業者については、むしろもっと消費者と協力して、ビ

ジネスチャンスになるような形で、消費者教育も含めて進めていけないかという意見が

あった。 
 同じ消費者教育をするにしても、主婦がいちいち弁護士会館へ行くのは大変だが、例

えばスーパーの中で講座等をやってもらえたら、すごく行きやすい。そういうふうに、

意識ある事業者と協力することによって、より効率的な消費者教育を進めていけるので

はないかというご意見もいただいていた。 
  そういう点では、この基本方針Ⅱの中に、もっと事業者と連携した教育という面を、

もう少し入れた方がいいかもしれない。 
○委員：まさしく、消費者の皆さんと一緒という部分でやっていきたいと思っている。 

○委員：事業者指導の強化というのは、事業者一律ということではなくて、悪質事業者に

対しては、ということだと思うので、そこをはっきりさせればいいのではないか。 
○会長：ちゃんとやっている事業者と消費者が協力して、悪質な事業者を市場から排除で

きるようなシステムができると一番うまく回っていくのではないか。 
○委員：商工会に入っているが、例えば建設業等により、いろんな組合のくくりがある。

そういう組合等に入っている事業者と入っていない事業者で差がある。例えばパーマ屋

でも、両者には差があって、組合に入っていない事業者は自由に金額も決めている等、

いろんな制限を決めていてもズレが出てくる。 
○会長：業界内での自主的な取り組みが、必ずしもうまく機能しない部分があるというご

指摘だった。実は日本のさまざまな業界について言われている。消費者にとって一番大

事な命に関わる医療については、医師会というものがあるが、医師会に入らなくても医

者はできる。そうすると、例えば産科婦人科学会で、極端な生殖補助医療、特に子ども

に危険が及ぶような医療はやめようと言っていても、医師会に入っていない人はやって

しまう。 
 業界の自主規制がうまく機能すればいいが、日本では十分に習熟していないところが

ある。悪質業者は、そういう業界団体には加入しないのが普通だろう。そのあたり、事

業者指導に関して、業界団体に入っていない事業者について、業界団体と行政間で情報

共有する等の協力は考えられるだろうか。 
○事務局：「景品表示法」を例に取ると、業界団体の中には、業界の中で表示をきっちりし

ていこうという公正取引協議会がある。行政だけで対応できないものは、その業界に対

し、こういう事例があるので指導いただけないか、とお願いする例もある。 
  訪問販売等については、基本的に事業者団体に入っていない事業者が悪質な訪問販売
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をやっているので、そういうケースについては、業界団体にお願いしても難しい。 
○会長：訪問販売に関しては、現在、特定商取引法の改正作業が進められている。審議の

段階なので何とも言えないが、望まない訪問販売については法律規制が取られるかもし

れない。事業者団体と具体的に協力するのは、確かに難しいかもしれない。 
○委員：仰るとおりだと思う。対応としては、協議会や業界団体に積極的に働き掛け、い

わゆるアウトサイダーに働き掛けてもらうしかない、というのが一つ。 
  もう一つは、アウトサイダーの悪質案件に関しては、やはり行政が権限発動をするし

かない面がある。行政自身が直接介入していくしか最終的には是正の方法がない、とい

うのが今の法の枠組み。 
 なので、施策としてはどういうものが書けるかというと、一つはインサイダーからち

ゃんと働き掛けをするということと、最終的には行政が是正措置を取っていくというの

が一つあると思う。 
 先ほど事業者による消費者教育について、消費者向けの教育活動をするという話があ

ったが、それに加えてもう一つ、いわゆるコーポレートガバナンス、企業コンプライア

ンスとの関係で、企業が内部で消費者被害を起こさないような教育をする義務があると

思う。「景表法」がそうなる。 
  基本方針Ⅱでいう教育は、商品・サービスの購入者である消費者が賢くなるための教

育だけを念頭に置いているのか、企業内部で、企業が消費者被害を起こすような行動を

しないような教育をすることに対して、何らかの取り組みも考えているのか。 
  後者については、企業内部でやることなので、そこをどう整理して関与するか。企業

がやらなければいけないことだけれど、介入するという形で考えるのか。もしくは、例

えば景表法違反をすれば課徴金を取られる、という不利益を被るのだから、企業が責任

をもってやるとして処理するのかは気になる。その辺の整理、先ほどの委員の問題意識

と会長の回答では、少し齟齬がある気がした。 
○会長：企業内部での教育の場合、それは消費者教育なのか、それとも企業内部でのガバ

ナンス、消費者問題の対応も含めて、社会から求められている最低限の法令遵守として

の教育を企業内で行うのかという点。後者については、この審議会や消費者基本計画で

対応できるかというと難しい。 
○委員：基本的には、最終的には消費者に対するものであって、企業に対するものではな

いので、中心的な取り組みにするのは難しいと思う。だが、消費者被害を防止するため

には、企業がガバナンスをやるのは当然なので、そういう企業の取り組みを促進させる

ような何か、措置なのか単なる提言なのかは分からないが、そういうものがあった方が

いい。 
○会長：企業コンプライアンスの推進に向けて、行政の立場から何かできないかというこ

とは大事。コンプライアンス以前に法律も無視して行動している悪質事業者は別として、

ある程度の規模で事業活動を行っているところは、そういう観点はすごく必要だろう。

例えば企業内での個人情報の管理やセクハラに対する問題等も含め、消費者問題の対応

だけでなく、企業内での法令遵守のための取り組みというのは、かなり求められる。 
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  本題からずれるが、そのあたりの状況はいかがだろうか。 
○委員：会社の大小は関係なく、トップや従業員の考え方次第で、どういう教育をしてい

くか大きく決まってくる。会社がある程度大きくなってくると、地域で求められる位置

付けもあるので、少なくとも間違ったことはできないし、教育不足だったという言い訳

もきかない。弊社でも内部統制委員会があり、上から下までどういう教育をしていくか、

常に教育のことを考えている。ただし、100％確実にできるかといわれると厳しいものが

ある。 
○会長：今まで、消費者を相手とした講演や学習会等には多く参加してきたが、逆に事業

者の立場からの、「消費者法を遵守するにはこういうことに気を付けてください」という

講義は少なかった。そういう機会を設けていくことも大事。企業に対して、コンプライ

アンスの推進支援という観点で提言できるとすると、特に「消費者法」を遵守するには、

どういう点に気を付けたらいいのか伝えるということも、企業に対する教育であり、従

業員や役員への教育推進に対する支援はあり得る。 
○事務局：事業者側からの教育については、「消費者教育推進法」で、顧客に対する消費者

情報の提供等、顧客への消費者教育という面と、従業員に対する消費者教育という部分

があり、それらは施策の中にも含めている。コンプライアンス推進のための支援につい

ては、「重点施策１ 消費者取引の適正化」の中で書いている（資料３ 26 ページ）。 
 これは景品表示法を念頭に置いたもので、事業者側の責任として法律は知っておいて

もらわないといけないが、行政としても分かりやすい情報提供に努めないといけないと

いう意味で、「（２）広告・表示等の適正化」の中で、「適正な広告や表示の仕方について

情報提供等を行う」としたもの。 

○会長：まさにこういう観点を広告表示だけにとどまらず、消費者取引一般、特に、どん

どん勉強していこうという優良企業をどう支援できるか、そういう観点を入れられると

いい。 
  先ほどの論点に戻ると、全体の構造と構想をどう順序立てて整理し、基本方針として

示せるか。 

○委員：まず基本方針Ⅰについては、市場の中で、消費者に様々なサービスや商品を提供

するための前提が確保されていないとうまく消費者は活動できない。その前提とは、一

般的な法律・制度でもあるが、もう一つは保護制度、公正な取引をするという仕組みが

ないと機能しない。その仕組みの前提としてはどんなものがあるかということを、まず

整理していく。 

その上で、その前提があっても、消費者が自立して活動しないと消費者の利益は保護

されないということで、ちゃんと考え行動する消費者になるためには、何を行政として

できるかが、基本方針Ⅱ。 
 上記を踏まえても何らかのかたちで被害は発生するかもしれないので、最後の基本方

針Ⅲで、それに対する対応や防止のための仕組みが書かれている。 
 市場の中で消費者が自分の利益を確保するために納得できる活動をするためには、ど

ういう仕組みが考えられ、行政としてはどう関与すべきなのかと考える、そういう整理
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の仕方をすると、この順番は一定の意味があると思う。 
○会長：基本方針Ⅰでは「安全・安心な消費生活の確保」という目的があり、そのための

取組としての重点施策１～３は、消費者被害が生じるかどうか以前に、現代社会の取引

の基本的なシステムとして最低限押さえておかないといけないことである。そういう意

味で、この基本方針Ⅰを最初に持ってきたのはいいと思う。 
 順序としては、暫定的に、この素案どおりで進めさせていただくということでよろし

いか。実際に、具体的な施策や、それを具体化する基本的な枠組みを検討する上で、ま

た元に戻って考える可能性は残しておく。 

（全員了承。） 

 では引き続き、論点２の後半部分、具体的な消費者施策の展開に入る。資料２では、「第

４章 消費者施策の展開」になる。ここの重点施策１～９について、個別の具体的な施

策について、前回の審議会での指摘を、この計画素案に具体的にどう反映されたかを、

まず説明いただく。 

  

○事務局から、資料１（５㌻・消費者教育について）により説明。 

 
○会長：消費者教育については、専門部会でもかなり議論していただき、参考資料のよう

な提言もいただき、かなり突っ込んだ意見もいただいている。これらを具体的にこのよ

うな形で反映された。「①学校等における消費者教育の推進」の“等”とは、専門学校も

入れるという意味でいいか。 
○事務局：そのとおり。 
○会長：地域教育で専門学校が果たしている役割もかなり大きいので、“等”を入れてある

のは非常にいい。 
○委員：それに関連して、具体的な予算措置は講じているのか。今まで弁護士会と消費生

活センター共催で行っていた高校への出前講座等では、弁護士が安い講師料で行ってい

る。今年、弁護士会では、特に大学や専門学校に対して出前講座に行かないといけない

という話になっているが、それ以外の小学校等から要請があった場合は、どこからもお

金が出ないので、結局行けないということがあった。 
計画に書くのはいいが、予算措置を合わせて講じてもらわないといけない。書くだけ

でなく、専修学校等に対しても行うのであれば、具体的にいくら費用をつけるかについ

ても検討してください。 
○会長：消費者教育については、国から補助等も出ていたが、今後も期待できそうか。見

通しはいかがか。 
○事務局：計画に書いた以上、予算は必ず確保するようにというご意見だと思う。今回、

皆さんには、消費者行政をどういう方向で進めていくか、どんな仕組みがいいかについ

て議論いただいている。それを基本計画としてまとめ、行政として予算確保できるよう

取り組んでいく。現時点で約束できるものではないが、実現できるように努力していき

たい。 
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○会長：方向として、例えばこの点については重点的に予算を配分して積極的に推進する、

というような、具体的な計画の進め方等についても当審議会で意見を付すことはできる

と思う。論点３のところで、そこはもう一度確認したい。 
 大学との連携について、この審議会は大学に何かを強要する場ではないので余談にな

るが、消費者教育推進法では本来、大学も責任を持って消費者教育を行いなさい、とな

っている。にもかかわらず、大学の中で問題が生じたからといって、弁護士会から派遣

してもらったり、行政に全部やってもらうというのは、大学の甘えではないかという気

はしている。 
 むしろ大学側が学生全員に対しては、初年度に自立的に消費者教育の最低限を教える、

というシステムをまず作り、それを大学側が行政や弁護士会と連携する等して、消費者

教育推進法の義務を果たすというシステムが本来は望ましい。 
 資料１の「計画素案への反映」のところに、学校等における消費者教育の推進の取組

例として、大学等に消費者教育の推進を要請する、各機関・団体との連携強化が挙げら

れている。 
  今後のことを考えると、大学への支援や連携強化を考える時には、行政が大学をずっ

と支援するのではなく、自主的に大学が学生や社会に対して消費者教育をしていけるよ

うな、最初に後押しをすればあとは大学が自立的に動くような支援。大学が行政と併せ

て、消費者教育を実際に推進する主体の一つとなるよう、幅広い主体との連携という、

主体の一つが大学になるように進められると一番いい。 
○事務局：大学への講座については、昨年、今年度は、滋賀大と滋賀医大に行っている。

それ以外へは声掛けをして、要望があればということにしている。 
○委員：教育の内容や情報の質、レベル等は、揃えることはできるのか。 
○会長：実は消費者教育という言葉は先行しているが、消費者教育の中でこれだけは押さ

えるべきスタンダード、というのはまだ決まっていない。例えば私は民法が専門なので、

「悪質商法はこんなものがあるから、気を付けよう」、「消費者契約法はこんなもので、

こういう権利がある」と伝えることはできるが、環境問題や食育については全然分から

ない。このように、消費者教育とは今まで様々な専門家が、それぞれバラバラに教えて

いた。本来はそれを体系化して、最低限これだけは、という消費者教育のスタンダード

を消費者教育学会等で作らないといけないが、今は途上段階。「消費者教育法」ができて

法的な整備はできた。いろんなところで今までされてきた様々な取組み約 800 件のデー

タベースもある。 

それを体系的に取りまとめるという作業が、まだできていない。なぜかというと、幅

広い様々な専門領域を全部カバーできる人が、学者の中にも実務家の中にもいない。消

費者教育とはすごく新しい領域なので、行政だけじゃなく、研究も含めた大学の場でし

っかりやっていかなくてはいけないというのが個人的な意見。 
○委員：仰るとおり。大学によって結構やることが違い、専門家が多い大学は気運が高い

が、そうでないところは全然、という状況。 

消費者教育に関連して、「担い手の育成と支援」と「気運づくり」についてお聞きした
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い。「育成と支援」とは、どのレベルの人を広げていくのか。例えば消費生活相談員のレ

ベルをクリアするような人を育てる等、教育の到達水準として目標にする具体的な方針

はあるのか。基本方針Ⅲの「相談体制の充実強化」に関連すると思うので、その確認。 

 もう一つは、「（３）消費者市民社会の構築に向けた気運づくり」で、例えば消費者安

全法の改正による「消費者安全確保地域協議会」を作ることによって、病院等、いろん

なものを巻き込むことができる。素案の取組例には「情報交換機会」とだけあるが、も

う少し具体的に消費者安全法に書いてある内容を使いながら、取組を広げる書き方がで

きないか。こういうことを視野に入れているのか、いないのかも含め教えてほしい。 
○事務局：具体的にどういう人たちをどのレベルまでとは、具体的に決めていない。ただ、 

考え方としては、消費生活相談員までのレベルの方の育成を目指したいと考えている。

後半の相談体制の充実強化にも関わるが、相談員の人材が滋賀県には少ないという問題

があるため、まずは相談員という専門職を目指せるような講座等の実施を考えている。

これは専門職の育成ということになる。 
 それと併せて、特に地域での見守り等の部分に関わるが、専門家までのレベルを目指

さなくても、消費者問題に関心を持って、周囲の人にも自分の得た知識を伝えてもらえ

るような人材の育成という面も考えていきたい。どのレベルまで、どの程度までという

ことは、今後詰めていく必要がある。 
○会長：各都道府県の消費生活センターでも、職員に消費者教育をしっかり勉強し直すこ

となどにより、教育を専門に受け持つ職員を養成しているところも多いようである。 
  実際のところ、出前講座等を行う場合には、市民に一番身近な消費生活センターの消

費生活相談員はすごく適していると思う。相談員は消費者問題の最前線にいて、目の前

で起こっているトラブル等を本当に身近な問題として意識されているので、市民に説得

力を持って話ができる。 
また、消費生活相談窓口には、消費者の生活上で生じる問題が幅広く寄せられており、

学者と違って問題意識が偏っておらず、現実の幅広い問題を相談として対応されている

意味で、消費者教育の担い手として重要。 
  それ以外に地域でも様々な形で人材を育成する必要があるというのは、そのとおりだ

と思う。 
  もう１点、気運づくりについて、情報交換機会だけでなく、もう少し具体的な制度等

をお考えかという点についてはどうか。 
○委員：消費生活安全法の改正で地域協議会を作れるとなっている。または消費生活協力

団体等の組織を使って、消費生活センターだけでなく、民間を巻き込んで消費者教育を

進めたり、消費者被害の防止と救済等に取り組む等、目に見える形で表してはどうか。 
○事務局：消費者市民社会のところにも関係するが、重点施策の８番目に「高齢者等への

支援」として、高齢者への見守り体制について記載している。 
  高齢者が一人で生活していると悪質業者にだまされやすいので、周囲が見守る。それ

が、地域協議会の役割になってくる。これについては、家族や近隣住民、民生委員・児

童委員、介護関係者等、日頃高齢者と関わっている人たちとの連携が大事だと考えてい
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る。 
 消費者行政だけで行うのは難しいので、既にある組織と連携しながら、具体的には民

生委員・児童委員に対し、消費者被害の状況をお伝えする、併せて家族にも伝えてもら

うというやり方で、一緒になってやっていくのが大事だと考えている。 
○会長：気運づくりで少し付け加えると、情報提供や情報交換機会も大事だが、継続でき

るシステムをつくると最終的に行政が楽になる。先ほどの大学の話でも、大学が何も行

わなければ、まず最初は大学内部で自発的にやってもらうような取組を後押しして、あ

とは大学が自主的に行う。行政、大学の両方でできるようになったら、どんどん連携し

ていく。行政が全部やるのは金銭的にも人的にも無理。他の団体をうまく育て上げ、他

の団体とうまく役割分担するという意識が今後はさらに重要。 
 続いて、「高齢者等への対応について」に移りたい。 

 

○事務局から、資料１（５㌻・高齢者等への対応について）により説明。 

 
○委員：高齢者とは、どのあたりを想定されているのか。 
○事務局：65 歳以上を高齢者と呼んでいる。 
○委員：高齢者もいろいろで、働いている人もいれば、身体が相当弱っている人もいる。

高齢者としてひとくくりで言っている感じはある。 
○会長：高齢者と言ってもすごくアクティブに活動している人もいれば、完全にリタイア

して悠々自適の人もいる。民法でも、20 歳までの未成年者は一律に契約を取り消しでき

る。一方、高齢者に取消権が認められていない理由は、高齢者にもいろんな人がいて、

取消権なんて与えられたら困るという人もいるから。 
 高齢者が商売している場合、高齢者に取消権があったら、取引相手は下手をしたら自

分とは取引してくれなくなる、それは困るという事情もあるので、高齢者に一律に取消

権を与えるということにならない。このように高齢者を一律に扱うには難しいところも

あるが、ここでは「高齢者＝対応（支援）が必要な高齢者」として捉える必要がある。 
 最近の相談状況の中で、高齢者を対象にした被害が多いと説明されたが、高齢者には

情報弱者という面もある。情報弱者はデジタル・デバイドと言って、例えば今まで山の

中の小さい集落でも、お金を郵便局でおろすことができた。ところが、経済効率の都合

からＡＴＭに変わった。ＡＴＭでさえ置かなくなって、お金が欲しかったら全部ネット

バンキングで済ませてくださいとなる可能性もある。対応できる人にはどんどん便利に

なるが、情報化に対応できる人と、できない人の差、デジタル・デバイドが、どんどん

分かれていく。全ての人がネット取引できるなら、買い物弱者という言葉は出てこない。 
 高齢者等への対応を考える上では、高齢者が悪質商法被害に遭いやすいということと

併せて、現代型取引に十分対応できないという点でも不利益を被っているという観点を

合わせる必要がある。 
○委員：60 代でも、そういう機械が使える人と使えない人がいる。女性会等でリーダーを

育てていただき、消費者の援助をするという方法もある。私たちの団体も、各地域ごと
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に委員がいて、各地域に持ち帰って、「皆さん、こういうことがあるよ」と伝えている。

これらを上手に利用していただければいい。 
○会長：地域の団体だと高齢者も安心するだろう。 
○委員：皆さんも言いやすいと思う。以前、隣の人が「浄水器のことで何か電話がかかっ

てきた。○時に行くので家にいてくれと言われた」と、うちに飛び込んできたことがあ

る。その時は警察に電話して来てもらったが、浄水器の業者は来なかった。近所に警察

の車が止まっているというだけで、業者はもう寄りつかない。そういうふうに、地域の

リーダー格の人が、常にお年寄りに、「こういうことがあったら、うちに言ってください

ね」と言っておくのは、ものすごく効果があると思う。 
○会長：見守りという観点で、地域の団体がシステムとして機能している例。そういうも

のが複数機能すると、かなり強い。 
○委員：今回、基本計画で高齢者支援を重点施策に掲げたことは、大変評価する。これだ

け啓発をやっているが、先月も、息子から電話がかかってきたと思った市内の高齢者が

810 万円取られた、という相談を受けている。私は絶対に引っ掛からないという人が引っ

掛かっている。被害に遭わないための情報を、いかに早く伝えていくかが重要。これだ

け啓発をやりながら、なお高齢者が引っ掛かっているのは、伝わっていないんだと受け

止める必要がある。地域での声掛け運動や、見守り、出前講座等、地道な啓発活動を、

粘り強くしっかりやっていくということに尽きる。 
  今回、高齢者見守り体制の充実強化を施策展開として掲げられているが、取り組みの

進展を期待したい。 
○会長：現に被害が生じているのは、今のシステムだけでは十分じゃないとご指摘いただ

いた。まさにそのとおりで、そのために地道な啓発活動をしていく、高齢化社会に向け

て、新しいシステムを考えていく必要がある。 
  そのシステムの一つとして、地域の女性団体連合会や、お年寄りがいつも買い物に行

かれる事業者の団体等がうまく機能できれば一番いい。行政が全部取り込むのは無理な

ので、できる限りいろんな団体と連携して力を借りるのは、こういう領域では本当に必

要。 
○委員：私は介護相談員を地元でさせてもらっている。介護施設を回って、介護施設に入

っている利用者の意見を聞いたり、その施設が利用者に対してどのようなことをしてい

るかを見て、それを市に報告するという仕事。市町によって、やっているところ、やっ

ていないところがあるが、本当の消費生活相談員でなくても、民生委員等の中から何人

かにそういう相談員的なものになってもらって、行政と連携するのも意味があるのでは

ないか。 
○会長：介護相談員は市町村で認定されるのか。 
○委員：そのとおり。大阪等に研修にも行くし、２カ月に１回相談員と行政が寄って、意

見交換する場もある。そういう仕組みが消費生活の中にもあっていいのではないか。 
○会長：特にいつも身近に高齢者に接しておられるし、介護相談員をされる時は、養成研

修を受けられるのであれば、その養成研修の中で、少しでもこういう問題があると言っ
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てもらえるとより効果的。そういうかたちでシステムをうまく連結させるのは非常にい

い。これは市町レベルの話なので、県としては、それらをどう把握して、うまく調整す

るか難しいところ。市町レベルで介護相談員がどう活動されているか調べてもらい、連

携できそうなら、今後のシステムに取り入れていくことも大事。 
 高齢者等への対応については、まだ問題点が残っていると思うが、前回の意見への反

映について、残り３点に移りたい。 
 

○事務局から、資料１（６㌻・連携について、消費者取引について、情報の提供につい

て）により説明。 

 
○委員：消費者取引に関する規制について、商品だけでなくサービスも入れてもらうよう

言ったが、商品と同じぐらいサービスは並列的に重たいと思う。素案（資料３）の 26～

27 ページを拝見すると、サービス面の取組具体例が少ない。 
○事務局：規制に関しては、指導等を行政が行っていく上では、当然、法律等の根拠が必

要になる。サービスに関しては、商品等の取引に比べるとその法律的根拠が少ない。そ

れについては、例えば国への働き掛け等はできると思う。法律等ができれば、それに基

づき規制等を行うことはあると思うが、現在の状況としては根拠がないというのが一番

大きな理由。 

○会長：サービスに関しては、特定商取引法がいくつかの類型についてだけ規制を加えて

いるが、法律のレベルではほとんど規制がない。 
  消費者にとって重要なサービスには、医療、教育、最近だと美容や婚活サービス等が

あり、ヨーロッパ等ではかなり細かく規制を加えているが、日本の場合はまだ根拠法令

がなく、具体的な規制は難しいのが現状。 
  ただ、重要な領域なのは間違いない。法令の根拠がなくても、例えば業界団体に、指

導や連携を取ってもらって、適切なサービスが提供できるよう業界内部で自主的な活動

があれば、少なくとも悪質な業者は排除されやすいのではないか。 

  実は美容サービス等では悪質な業者が多く、国民生活センターに対する苦情でも、最

近、美容サービスに関するものがすごく多い。美容サービスの場合、変な美容サービス

を受けると痕が残ったり、かえってアレルギーになったり、身体、健康に対する被害も

かなり大きい。このあたり、先ほど特定商取引法の話をしたが、美容サービスについて

も特定商取引法での規制について、ようやく審議している段階。 
  その他、連携に関しては、第５章で全てについて連携が必要だと明記したのは、非常

にいいことだと思う。先ほども言ったように、今後の行政は連携していかないと、単独

で全部抱え込むのは無理。こういうかたちで章を別に設けて、基本方針を示すとともに、

個別の具体例を挙げていけば、今後の消費者教育や消費者問題のいい例にもなると思う

ので、ぜひこのあたりは充実していただきたい。 
○会長：あと、論点３「計画の円滑な推進について」が残っている。これについては、基

本方針と施策展開について、本日の意見を反映させてその具体的な中身がもう少し確定
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した段階で、その内容をどう推進していくか議論した方がいいと思う。論点３について

は次回、ということでいかがか。 

（全員了承） 

では、そのようにさせていただく。 
○委員：あと１点だけ。素案には外国人に対する対応が少ないのではないか。全国で 200

万人、滋賀県でも２万３千人、長浜市には３千人の外国人が、一時滞在や観光ではなく、

暮らしている。そういう外国人に触れられていないのが気になった。長浜市でも、外国

人からの消費に対する相談がほとんどないが、トラブルに気付かずに終わっているのか

もしれない。 
○委員：相談したくても、相談するところが分からないという事情があるのではないか。

各市町の国際協会等に協力いただいてもいい。 
○会長：生活教育支援等をされていると思う。先ほど高齢者を情報弱者の例として挙げた

が、日本語の習熟が十分でない外国人も情報弱者の典型例なので、そういうところで触

れていけるといい。 

次回までに目指す姿のキャッチフレーズについて、アイデアを考えていただくようお

願いしたい。 
 

３．閉会 

 あいさつ（消費生活調整監） 

今日いただいた意見を整理し、次は原案としてご覧いただきたい。今日の議論を振り返

って改めて気付かれた点等あれば、事務局へ連絡いただけるとありがたい。 
〔１６：３０終了〕 


