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第 54 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８月２６日（水）１０：００～１２：００ 

滋賀県庁防災対策会議室 

○出席委員（五十音順、敬称略） 

東委員、礒田委員、井上委員、岡野委員、高嶌委員、貫名委員、藤下委員、森野委員、

山本委員、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、前回審議会において、消費者基本計画の素案に関し貴重なご意見をいただ

き、また、大変熱心なご議論を賜り、心から感謝申し上げる。 
  先般、まとまった昨年度の消費生活相談状況では、県内相談窓口に寄せられた相談件数は前

年に引き続き 13,000 件を超えている状況。特に高齢者の相談が 4,192 件と２年連続で全相談件

数の 30％を超えている。この状況や、前回いただいた意見を踏まえ、本日は基本計画の原案に

ついて説明させていただく。 
 本年３月に滋賀県基本構想を策定したが、その基本理念として「夢や希望に満ちた豊かさ実

感・滋賀～みんなでつくろう！新しい豊かさ」を掲げている。消費者基本計画も、県民の皆様

に消費者問題を他人事ではなく、自分事として考えてもらえるようにしていきたい。消費者問

題を、基本構想の理念に掲げる「自分のためだけ」「今だけ」でない、将来世代にも関わる問題

として受け止め、そのための実践につなげてもらえる計画にしていきたいと考えているので、

忌憚のないご意見、ご提言をお願いしたい。 
 
２．議題  

（１）平成 26 年度消費者基本計画実施状況について【資料１】 
 
○事務局から、資料１により、平成26年度の消費者基本計画の実施状況について説明 

 
○会長：ご意見、ご質問はいかがか。 
○委員：大学への出前講座（P4）について。滋賀県には私学が多くあるが、滋賀医大と滋賀大学

以外への出前講座は計画されていないのか。 
○事務局：出前講座は各大学から要請を受けて対応しているが、要請があったのは滋賀医大と滋

賀大のみで、現在、私学への出前講座の実績はない。各大学へは、「講座をさせてほしい」、「一

緒に啓発をしませんか」と声掛けはしているが、実現が難しいところ。 
○委員：各大学で問題意識を持った対応が既になされているならいいが、もし放置されている実
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態があるなら問題。特に学生数が相対的に少ない大学の場合は、大学で実施できる体制にない

可能性があるので配慮いただきたい。 
○会長：消費者教育基本法では、大学も消費者教育に対する努力義務を負っているので、大学の

自発的な取り組みについても考えないといけない。 
  その他、気になったのは「消費者教育の推進および情報提供」の実績「テレビＣＭ等回数」

「ラジオＣＭ回数」（P2）が平成 26 年度からなくなっていること。 
○事務局：メディアによる広報は予算面で厳しい。ただ、金額的には表れてこないが、県の広報

ツールを活用し、パブリシティーとして取り上げてもらえる方策は現在も行っているし、今後

も行っていきたい。 
○会長：特に高齢者向けの情報提供となると、テレビあたりが効果的なのは間違いないが、予算

面で難しいところだと思う。 
○委員：事業の成果と今後の課題は、関係課が書いているのか。また、実績数値に関連して、も

ともと目標値はあるのか。 
○事務局：関係課とは所管課のことであり、当該課で書いてもらっている。また、目標値につい

ては数値設定するのが難しい面があるので、目標値はない。 
○委員：成果に対する検証や評価は別途あるのか。 
○事務局：実績に対しての自己評価と今後の課題として記載している。 
○会長：一定の結果が明確に表れるプロジェクト型事業と違い、これらは、どれだけやればいい

のかキリがないところがあり難しい。その点、次期基本計画には具体的な取組を明記するとい

う中身に変わっているので、後でチェックできるという観点でバージョンアップしていると思

う。 
○委員：高校生のための消費生活講演会の数値実績（P4）について、前年度に比べ約半分に減っ

ている。理由は把握しているか。また、11 校で 714 人という数字が出ている（P3）が、単純

に考えると１校当たり 70 数人となり、高校 3 年生の学年全体ではないと思われる。どういう単

位で実施されているのか。 
○事務局：年度当初に各高校あてに案内し、希望のあった学校に対して実施しているもの。昨年

度は、普通科高校より養護学校高等部からの要請が多く、１校当たりの人数が少なくなってい

る。一部、３年生全員として約 200 人が一度に受講された学校もあるが、多くは 30 人程度の

規模でさせてもらっている。近年、普通科高校からの希望が少なくなってきているという状況

があり、そのため受講人数が落ちてきているのが実情。 
○委員：こういう講座は比較的毎年リピートされる場合が多いが、そのあたりはいかがか。以前

行っていた学校に呼ばれなくなったということはあるか。宣伝が足りないのか、学校の多忙化

が原因なのか、どのように考えているか。 
○事務局：養護学校等についてはリピート率が高いが、普通科高校についてはリピーターになっ

てもらうのが難しい。ただ、先生が異動されると異動先の学校でも開催してもらえる事例もあ

る。 
○会長：承諾や依頼がないまま、押し付けに行くわけにいかないという難しさがある。ただ、本

来は高校生向けの基本的な内容を確定し、それを毎年実施できる体制を取っていければ望まし
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い。ある年はやって、ある年はやらないでは、オーソドックスな教育という観点からは改善の

余地はある。どういうふうに高校の協力を得られるかは難しい。今、いろんな高校から依頼が

あった場合、それに対応できるような状況にはあるのか。 
○事務局：消費生活センターの相談員と弁護士がペアで講演会に行くかたちを取っている。予算

面の制約もあるが、共催にすることで対応できていると考えている。 
○会長：場合によっては、大学側から自発的な労務提供を受けることもあり得るかと思うが、そ

れは今後の課題。特に計画案では、各種の団体との連携や協働を謳っているので、大学関係者

の有効利用も必要かと思う。 
○委員：生徒が今後どう情報を得ていくか、と考えた場合、養護学校は特にその機会が限られて

いると考えられるため、養護学校に重点を置いているのは評価できる。 
 

（２）平成 26 年度消費生活相談状況について【資料２】 

 
○事務局から、資料２により、平成26年度の消費生活相談の状況について説明 

 
○委員：「契約者」の意味は。また、高齢者の区切りを 65 歳以上としているが、消費者という意

味では、70 代以上が高齢者というイメージがある。一般的には高齢者は 65 歳で線引きされて

いるが、それに合わせたものか。また、相談件数のカウントの仕方はどうなっているのか。例

えば、非常に簡単な内容の相談を４回すれば、それは４件とカウントされるのか。 
○事務局：相談をいただく時には、「相談者」と、実際の相談の元になった「契約者」または「商

品の購入者」という区分がある。契約者とは、実際にトラブルに遭った人、と考えてもらえば

いい。 
○委員：相談者と契約者の属性が変わってくる可能性もあるのか。 
○事務局：家族からの相談を受ける場合もあるので、この場合、相談者と契約者は異なる。実際

にどういう人がトラブルに遭ったかわかるようにするために、「契約者」の公表をしている。ま

た、高齢者については 65 歳以上を高齢者として集計している。 
○会長：未成年者が法令上の概念も明確で、比較的均一に扱えるのに対して、高齢者に関しては

定義も変わってくる。高齢者と言っても、まだ会社勤めで現役バリバリの人から、引退した人、

また、認知症の症状が現れている人など一律にくくれず、こういう統計で処理する場合はかな

り難しい。 
○事務局：相談件数については、同一の相談を１件と考えるので、同一人が同じ案件で相談され

た場合は、どれだけの回数が重なっていても１件とカウントする。反対に同じ人でも別の案件

で相談されれば、別々にカウントしている。補足として、平成 16～17 年頃の相談件数につい

ては、架空請求が大変多かった時期であり、このグラフにはないが、平成 16 年は約３万件の相

談件数となっていた。 
○会長：その他、健康食品の相談件数が下がっているのは、悪質事業者が摘発され、それが社会

的に影響を及ぼしたという面もあるが、健康食品の持つ性質もある。基本的に健康食品は一種

のぜいたく品なので、継続的に買ってもらう必要がある。そのため業者側はトラブルにならな
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いよう、例えば、何かトラブルになりそうなら、すぐ手を引くのでトラブル件数には挙がって

こないというだけで、潜在的にはトラブルになる要素はかなりある。 
  もう一つ、プロバイダ契約の相談急増のところ、遠隔操作で勝手に契約を成立させてしまう。

勝手に遠隔操作されてしまうというのは、例えば、クレジットカード番号かパソコンに入って

いれば、それを盗まれてしまうことにもなる。それが 205 件に増加しているというのは、かな

り危険な状態。全体的な傾向として、やはり高齢者に対する見守りと啓発が必要だというのが、

非常によく表れているかなと思う。 
○委員：遠隔操作の件、かなり深刻だと思う。問題意識の啓発はかなり活発にやった方がいい。 
○会長：ネット取引全体に対応が必要。デジタルコンテンツの問題も、今の市場は、欲望を喚起

する能力をすごく持っている。 
○委員：3 ページに商品一般（商品が特定できないもの）が増えているとあるが、これはどうい

うことか。 
○事務局：商品が特定できない、要するに、架空請求等、実際の取引がないもの。例えば、スマ

ホや携帯電話に、突然「訴訟を起こします」等のメールが送られてくるなど、商品分類ができ

ないもの等を全て「商品一般」として分類している。対策として、そういうメールは相手にす

るな、という啓発を行っている。 
○会長：架空請求はまさにそう。地道な啓発しか仕方がないところがある。現在、特定商取引法

改正の話があって、その中で、望んでもいないのにメールを送りつける、あるいは訪問販売に

来ることを原則禁止にしろという議論がなされているが、それらが明確に禁止となれば何とか

なるかもしれない。ただ、迷惑メール等は、現在でも既に法律で駄目となっているものなので、

仮に法制化されても難しいかもしれない。架空請求は詐欺そのものなので、逃げ足も速く、よ

り難しい。 
○委員：架空請求が来ても怖がる必要はない、と知ってもらうしかない。そういう啓発は必要。 
○会長：悪質業者は、そういう意味での研究はすごく熱心。市場のトレンドをちゃんとチェック

しているので、それに対応できる消費者教育をしたい。あわせて消費者の自発的な抑止も含め

て継続的に進めていかないといけない。 
 
（３）滋賀県消費者基本計画の改定について【資料３、４、５】 

 
○会長：それでは、今日の中心議題に移らせていただく。今までの議論を前提として、原案をど

う修正したか。現時点での原案概要について説明いただく。 
 

○事務局から、資料３、４、５により、消費者基本計画の改定について説明 

 
○会長：前回審議会での意見を踏まえて修正・補足した部分を中心に検討していきたい。まず、

「目指す姿について」。前回、基本計画の意味や意義を消費者に理解してもらうには、こういう

キャッチフレーズを設けることが非常に効果的ではないかという意見をいただいていた。 
滋賀らしさを感じられるものだといいという意見もあり、事務局にも検討いただいたのだが、



5 
 

皆さんで何かプラスαいただければ。なお、「“わたしが”つくる消費者安全・安心社会」とい

うのは、「私が」と「滋賀」をかけたもの。 
○委員：あえて申し上げるが、「滋賀県」という名前を変えたらどうかという議論が一時あった。

「滋賀」を強調することが、「変えたい」と言っている人たちにとってみたら逆鱗に触れる場合

もあるかもしれない。私は滋賀県を強調するのは多いに結構だが、そういう視点もあり得る。 
○会長：滋賀や琵琶湖、あるいは近江等、滋賀一般に共有できる言葉をうまく含められればいい

が。 
○委員：もとの案はさらっとしすぎていたので、「滋賀」という言葉が入っていた方がいいと思う。 
○委員：滋賀県では「環境こだわり県」と言っているので、その「こだわり」を使って、「こだわ

り滋賀 みんなでつくる消費者安全・安心社会」というのではいかがか。「こだわり滋賀」はち

ょっと小さめにして。 
○会長：フレーズを二つに分けるというのはいいかもしれない。 
○委員：短いと意味が伝わりにくくなる感じがする。二つに分けるのはいいが、何がこだわりな

のかもう少し説明が必要な気がする。そういう意味では、単純に短い方がいいと思う。 
○会長：特に今回は行政からのお仕着せでなく、安全・安心社会を消費者側が主体的にリードし

ていくという、そういう側面がうまく短いフレーズの中に入れられたら一番いいと思うが、な

かなか難しい。これについては、今日いただいたアイデアも含めて、もう少し私と事務局でい

くつかの案を検討させていただき、次回までに確定するということにさせていただきたい。キ

ャッチフレーズも大事だが、中身も大事なので。 
  では引き続き、基本方針について。ここは意見をいただいて分かりやすく修正いただいたと

思う。特に「“法令違反の”事業者等への指導強化」というかたちにして、法令に違反していな

い、普通の事業者との関係は、情報提供や情報交換等の面で協力関係なんだということを、か

なり付け加えたので、全体として分かりやすくなったのではと思う。 
○委員：事業者とは何を対象としているのか。普通にイメージするのは民間だと思うが、事業者

といっても公益的、公共的なものもある。事業者の定義の中にはどこまで入っているのか。い

わば大学でも、公共的要素もあれば、経営的な要素の中で、瑕疵がまったくないとは言えない。

事業者の範囲をどこまで定義されているのか。 
○会長：学校法人のほか、医療法人、福祉関係の法人等もある。「消費者契約法」の中に、事業者

概念が定義されているが、消費者と対比する上での事業者概念というのは、「消費者契約法」で

は法人は全て事業者として扱うとなっている。個人でも消費生活の目的以外で事業を行ってい

る場合は当然、事業者になるので、「消費者契約法」上の概念として、事業者は非常に広い。端

的に言うと、法人であれば全て事業者なので、地方公共団体も事業者だということになる。 
 「消費者契約法」上の概念はそうなっているが、ここではどう扱うかは考えておいた方がいい。 
○委員：商法では、継続的、反復的に同一の業務を行う云々とある。その場合は法人以外でも入

る。 
○委員：オークションではないが、個人間取引で利益が発生するものまで含むと、ものすごく広

くなる。 
○委員：法律文章でないとすれば、ある程度膨らみのある概念を意識して活用するという手もあ
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る。 
○会長：実は消費者概念も、かなり争われているところ。消費者も不確定概念。 
○委員：この計画には、定義規定というのは特に置かないのか。 
○事務局：置いていない。この計画は消費生活条例を基本にしているが、条例でも「事業者とは

こういうものである」と定義付けしているわけではない。今回、計画を策定するにあたって定

義する方がよいのか、あえて膨らみを残しておいた方がいいのか、ご意見をいただけたら。 
○会長：消費者契約法では、事業者とは、法人、その他の団体がまず含まれる。さらに、事業と

して、または事業のために契約の当事者となる場合における個人。つまり、法人は全て事業者。

そして、事業のために契約をする場合は個人も事業者ということ。 
○委員：そうすると、「事業とは何か」という話になる。 
○会長：とりあえず広めに考えておいた方がいいことは間違いない。先ほど指摘されたように、

医療法人でも学校法人でも、当然、消費者との契約関係があり、そこで何らかの契約上のトラ

ブルが起きてくる可能性はある。最近では、特に美容医療がらみで医療法人等のトラブルが増

えてきているし、事業者の範囲は広めに捉えておいた方がいい。ただ、定義規定を置く方がい

いのかどうかは微妙な問題。 
○委員：置かない方がいいと思う。 
○委員：消費者基本法や、国の消費者基本計画でも、「消費者」や「事業者」という言葉の使い方

をしており、柔軟に考えられるよう、あえて定義規定は要らないと思う。先ほどのような質問

が出た場合に、どういう意味で使っているか答えられるよう、この場で確認しておく必要はあ

るが、計画自体に説明を加えたりする必要はないと思う。 
○会長：内部的に質問があったときに対応できるようにするのは必要。 
○委員：また、こういう事例があったという経験を共有化できるよう、具体的事例のデータベー

ス等を事務局で整理しておくのが大事。 
○会長：あと１点。今回、指導等を行う対象は、「法令に違反する事業者」だということを明らか

にしてもらったが、法令だけではなく消費生活条例も含め、さまざまな規制や監督権限が定め

られてくる。一応、「法令」とは「法律およびそれに基づく政令・省令」のことなので、「法令

等」あるいは「法令・条例」と変更した方がいい。 
○委員：「法令等」とすると膨らんでしまうので、「法令・条例」の方がいい。 
○会長：では次に、具体的な消費者施策の展開についてはいかがか。 
○委員：コンプライアンスという概念は、本来、エンジニアリングの用語で、「外圧に対してちゃ

んと形を保つ力」という意味。「法律を守っている」ということではなく、「外からの攻撃に対

して十分に自己防衛できる」という意味が本来的にある。だから、事業者にコンプライアンス

の重要性を説明する場合、基本に、コンプライアンスとは、自分たち自身や業界を守るもの、

自分の利益になるものだということを視点として付け加えると、正確に理解してもらえると思

う。 
○会長：自発的な法令遵守意識を持ってもらうことが、競争力を高めることにつながるという、

それがまさに、事業者と消費者が協力できるシステムとも言える。 
○委員：コンプライアンスというと、消費者法だけでなく、関係法規も全部守る、という広がり
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も出てきそうな感じがする。 
○会長：用語については一度チェックを入れていただく。引き続き、消費者施策の展開について、

特に事業者との関係では今回いろいろ修正をしているが、これらについてはいかがか。 
○委員：前回、素案の時には事業者として疎外感がすごくあって意見を言わせていただいたが、

今回の原案では、逆に、一緒にやっていきたい、もっと協力させてもらいたいということが感

じられて嬉しく感じている。 
○会長：子ども連れのお母さんなど、買い物に行ったところでいろんな情報に触れることができ

ると非常にいい。企業として、そういう取組をしてもらえれば、消費者にとってもありがたい。 
○委員：企業に勤めている人は、消費者であると同時に、立場が変わると供給者という立場でも

ある。消費者教育や学習という面でも、その両面、消費者でもあり供給者側でもあるという意

識を頭に置いた上で、うまくやっていく必要があるという気がした。 
○会長：基本的な方向としては、結局、消費者にきちんと対応できる企業が消費者に選ばれると

いう関係に立つ。そういう点で、企業内での消費者教育をしていただく意味がある。 
  特に滋賀県は、地元に根付いて活動されている事業者が多く、搾取するだけ搾取して去る、

というような危険性が非常に低い。そういう意味で、全国の事業者と消費者の連携の先端的な

ケースにできるのではないか。 
 それぞれの重点施策のところに具体的な取り組み例を挙げてあるので、あとでこれらの項目

に沿って、それぞれ具体的にどういうことをやったのかチェックすることができる。行政側か

らすると、取組例を多く書き込むというのはプレッシャーになると思うが、これも先進の方向

性を示すものとして非常に意義がある。 
  特に将来に向けた人材育成について、お金がないときにはできるだけ人にお金を掛けようと

いう点。こういう視点を入れていただくのは非常にいい。苦しい時には人材育成が重要だと思

う。 
○委員：今回、「幅広い主体と連携しながら」という部分や、「自分たち自らの学習を、周囲への

啓発や高齢者などへの見守りに生かしてもらうよう働き掛ける」というような部分を追加され

たことは、とてもよかった。 
  冒頭のあいさつで、消費者問題を他人事でなく、自分のことと考えてもらえるように、とい

う話があった。人材育成は、エキスパートを育て上げなければならないということではなく、

消費者市民社会の実現に向けては、一人一人が暮らしている中で当たり前に思っているような

ことを、当たり前だと分かっていない人たちに、どのように関わってもらって広げていくか、

裾野の広がりがとても大事だと思う。そこに重点を置いていて、ちょっと温かさを感じる、特

徴のある計画になっていると嬉しく思う。 
○会長：少数の専門家だけに集中するのではなく、いろんな講座に来てもらった地域のリーダー

的な方に、地域に帰って協力いただいたり、啓発活動をしていただくというように、全体的な

観点を入れてもらった。 
○委員：「目指す姿」に関して、せっけん運動から始まった滋賀県の気運からすると、今回、「消

費者市民社会の構築に向けた気運づくり」というフレーズが重要だと思う。このフレーズが「消

費者教育・学習の推進」の中にあることに違和感を感じるが、基本方針としてあちこちにフレ



8 
 

ーズがちりばめてあるので、良いとも思う。 
 ただ、「第５章 関係機関・団体との連携強化」のところ、関係機関等との連携は、消費者市

民社会の構築のためにも大事なことだと思うが、この第５章には、消費者市民という言葉が出

てこないのでぶつ切り感がある。全体的なまとまりとして、第５章のどこかにこの言葉が入れ

ばつながりが持てると思った。 
○事務局：消費者市民社会の言葉については、もともと消費者市民社会の考え方が「消費者教育

推進法」の中で出てきたものであったから、消費者教育の施策の中に入れていたもの。ただ、  

消費者市民社会の考え方は、今回の計画の全般に関わることであって、連携のところでも大き

く関わってくるので、必ずしも法律にとらわれる必要はないのかとも思う。こうした方がいい

というご意見があればお願いしたい。 
○委員：専門的人材の育成というのは、全体の見識を高めていくということが主眼だと。そのこ

とをうまく、気運づくりという言葉の中に含められれば、文脈的に収まるのではないか。気運

づくりとは、そういう意味ではうまい言葉。 
○会長：現在、消費者市民社会に向けた消費者教育や消費者政策の内容が、まだ明確化されてい

ない。例えば、消費者市民社会の構築に向けた、体系的なテキストがあるかというと一冊もな

い。そういうところの学問的な詰めが必要。ただ、それと併せて、実際に「消費者市民社会」

という言葉を使って「消費者教育法」も動き出している。これが実現すれば、基本方針Ⅰ～Ⅲ

が実質的なものになる。全体的にうまく消費者市民社会という言葉を、もう少し強調した方が

収まりはいいと思う。 
○委員：消費者市民社会という言葉は、本当に取り扱いが難しい。概念は普及しているが、言葉

が分かりにくいということが常に付いて回る。例えば、３月にできた国の消費者基本計画でも、

あまり表に大きくは出ていない。消費者教育の中等に位置付けられていて、全体のテーマの部

分に大きな項目で出てきてはいない。ただ、一つ一つの中にその精神が生きているという位置

付け。そういう意味では、全体の部分に持っていくとすれば、国の計画との整合も考えた方が

いい。ただ、全体のところに持ってくるのを滋賀の特徴とするのであれば、それはそれで意味

はあるかと思う。消費者市民社会がめざしている「考え方」は、実際にはかなり普及している

し分かりやすいもの。ただ、この言葉遣いの分かりにくさが、なかなか表に出てこない理由だ

と思うので、その辺も踏まえてご検討いただきたい。 
○会長：滋賀ではせっけん運動が、消費者市民の先駆けだというのは、まさにそのとおりだと思

う。計画の冒頭、計画改定の趣旨等に、基本的な考え方等として入れていってもいい。 
○事務局：今後の予定について。11 月の答申に向けて、次回審議会では答申最終案を審議いただ

きたい。また、12 月から１月にかけて県民政策コメント実施したいと考えている。そこでの意

見等を踏まえ、最終的には今年度末に計画策定・公表としていきたい。 
○会長：次回が最終チェックとなるので、もう一度原案に目を通していただき、ここだけは言っ

ておきたい、ということがあれば次回までに事務局までお伝え願いたい。 
○事務局：今日の議論については、整理させていただき、次回、審議会からの答申案として示さ

せていただく。 
（終了） 


