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第 55 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１０月３０日（金）１０：００～１２：００ 

滋賀県大津合同庁舎７Ａ会議室 

○出席委員（五十音順、敬称略） 

東委員、市村委員、井上委員、岡野委員、瀬領委員、高嶌委員、貫名委員、藤井委員、

藤下委員、安田委員（敬称略・五十音順） 

 

１．開会  

あいさつ（消費生活調整監） 

消費者基本計画の改定に当たっては、消費者教育専門部会が昨年９月から１年以上にわたっ

て、また、審議会では本年２月の諮問から３回にわたって熱心にご議論いただき、心から感謝

申し上げる。 
本日は答申案について審議いただくが、前回の審議会では、「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、本計画のキーワードとして重要である、というご意見をいた

だいていた。 
安全・安心な滋賀の実現に向けて、また、消費者市民社会の構築に向けて、行政だけではな

く、消費者団体や事業者等とも一緒になって取り組むべき方向を示していければと考えている

ので、忌憚のないご意見、ご提言をお願いしたい。 
 
２．議題  

滋賀県消費者基本計画の改定について【資料１、２、３】 

 
○会長：それでは議題に移らせていただく。今までの議論を受けて、答申案をどう修正したか。 
 しっかり中身を検討していただき、最終的な答申案というかたちでまとめていきたい。 
 

○事務局から、資料１、２、３により、消費者基本計画の改定について説明 

 
○会長：資料１により、前回、原案に出された４つの意見に対する答申案への反映について、順

に確認していきたい。 
  第１点の「目指す姿について」。消費者、県民に分かりやすいキャッチフレーズとして、「①

みんなでつくる滋賀の消費者安全・安心社会」、「②みんなでつくる消費者安全・安心社会しが」

のいずれかで最終的に決定したい。皆さん、この二つではいかがか。 
○委員：私は①がいいと思う。 
○会長：確かに、“滋賀の”と入っている方が、お年寄りやすべての人に分かりやすい。 
○委員：「消費者安全・安心社会」は、これで一つの語彙の固まりか。助詞等は要らないか。 
○会長：最近はこのフレーズで使われることが多い。例えば、京都でも「消費者安全・安心ネッ

トワーク」等と使っており、比較的、市民権を得てきたフレーズだと思う。 
○委員：②で、ひらがなで後ろに“しが”とあると文章の残りのように見えるので、②にするな
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ら漢字の方がいい。 
○会長：今回の基本計画の一番基本となるエッセンス部分を、県民の方に、ぱっと見て分かって

もらうことがキャッチフレーズを付ける目的。そういう観点から、読んで分かりやすい①がい

いというのは、説得力あるご意見かと思う。それでは①でいくこととしたい。 
 次に２点目、事業者による消費者教育の意義について。単に法を守るというだけでなく、自

発的に消費者に対応していくことが、最終的に事業者と消費者の共存共栄につながるという趣

旨だと思う。そういう観点で 33 ページに先進的な取り組みを紹介し、さらに要請もしていくと

書いているので、特に修正はしていないということだった。事業者への要請を含め、具体的な

県としての取組と理解いただければよいと思う。 
  前回の意見でも、特に修正を求めるというのではなく、こういう意味があるということを再

確認しようという意見だったと思うので、こういう記述で十分ではないかと思うがいかがか。 
○委員：具体的な取組紹介、とはどこを指しているのか。 
○会長：33 ページの四角の中（具体的な取組例）になる。＜職域＞の取組例のところに、そうい

う趣旨がここに込められているということ。 
○委員：私は前回の意見に共感していて、問題は、企業がそれをちゃんと意識しているかどうか。

どういう認識で消費者教育をやっているのか、ということだと思う。「計画にこう書かれている、

行政もこう言っているからやりましょう」なのか。 
 例えば景品表示法という法律があっても、欺瞞的な広告がたくさん出てくると、まともな企

業がまともな商品を作りにくくなる。つまり、（欺瞞的な広告に惑わされない）賢い消費者がた

くさんいた方が、まともな企業はちゃんとした商売ができ、それは企業の利益にもなる。その

ことを企業が意識して、（行政から言われたからでなく）自ら積極的に賢い消費者を育てる努力

をした方がいいのだということが、この取組例の記載で分かるかどうか。 
 そこを強調したいのであれば、消費者教育を自発的にやった方が自らの利益にもなるという

ことを分かってもらえる書きぶりにした方がいいと思う。ただ、どこにどう書き入れるかは難

しいので、工夫する必要がある。この取組例だけでは、どういう趣旨でこの例が入ってくるの

か、受け手により様々になってしまう。 
○会長：32 ページの②「消費者の特性や場の特性に応じた消費者教育」の「場の特性」という中

に＜職域＞として入っているので、入れるとすると、32 ページから 33 ページにかけてのとこ

ろに、場の特性に応じた具体例として追加で説明を入れていくのが分かりやすいかもしれない。

ほかのところに入れるのは難しいか。 
○委員：ここに入れると、バランスとして難しいと思う。 
○会長：ご指摘のとおり＜職域＞の具体的な取組例として挙げるだけでは、前回意見のような趣

旨は明確にならない。なぜ、職域において事業者が主体となって従業者や顧客への消費者教育

を果たすことが望ましいかの説明をこのあたりに入れられればいいが、同様に＜高齢者＞や＜

地域＞のところにも少しずつ説明を加えていくと２行や３行の増加では済まない。 
○委員：それが気になる。 
○事務局：できれば、「第５章 関係機関・団体との連携強化」の事業者との連携のところ（42

ページ）にも関連があるので、併せて検討いただけるとありがたい。 
○委員：私は入れるならここかなと思った。 
○会長：ここは、まさに連携が必要という観点での記載部分。連携以前の問題として、なぜ事業

者が消費者教育に関与することが望ましいのか、事業者が単独でも教育機能を果たすべきだと

いうことであれば、前の方がいいかなと思う。また、こういう報告書は前から読んでいくもの

なので、前の方に記載がある方が望ましい。 
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○委員：先ほど「賢い消費者」というキーワードが出たが、賢い消費者になるためには情報が適

切に発信されることと同時に、情報を受け止める力をつけることも重要。 
 今回の計画案では、「重点施策４ 消費者情報の発信・啓発」の部分がボリュームが少ないと

感じていた。企業も、自分たちの社会的責任を事業の中で果たすような発信を、もっと積極的

にしなければならないと思う。ここに書かれている内容からは、「行政や当事者からの学びの発

信」というイメージを受けるので、事業者からの情報発信等も加えればどうか。 
○委員：理解はするが、それを言い始めると、もっと様々な主体が情報を発信すべきだし、ＮＰ

Ｏがあったり、団体や機関があったりということにもなってくる。ここでは、施策として行政

が何をするのか、という書き方になっている。他の人たちも教育の担い手になるよう、行政が

支援や要請をする、そういう書き方にしかならないと思う。 
○会長：情報発信を促す、というような。 
○委員：そういう書き方になるだろう。一つ一つ取り上げるのは、施策としてのまとまりという

意味で違うかという気がする。多様な主体という部分は、やはり連携で出てくればいいのでは

ないか。第５章の関係機関・団体との連携強化のところで、事業者だけでなく、事業者団体や

弁護士会、社会福祉団体等もみんな担い手になる、とされているので。 
 32～33 ページに、形容詞やフレーズ等を変える等して書き入れられればいいが、既に連携に

ついて書かれている第５章に、更にしっかり書き込めばいいのではないか。その方が、今のま

とまった状態を崩さずにやれる。 
○委員：バランスが重要なのと、もう一つは、政策的にどこに働き掛けを強くするのかというこ

と。＜職域＞という言葉の捉え方の問題があると思う。行政が企業に教育を促すという意味は、

職域という言葉では出にくい。主体をどう書くか。 
○会長：＜職域＞となると主体が消費者になるので、その表現は確かに難しい。 
○委員：＜高齢者＞や＜地域＞というのは少し広い。事業者というと特定されるが、＜職域＞だ

と個々の事業者でなく、職場、職場というかたちになる。どういうふうに位置付けるのか難し

い。 
○会長：理念で考えると、企業の情報発信も今後は大事だと思うし、どこまで最初のところに盛

り込むか。 
○委員：対立者ではなくて、なんとなく味方だということ。 
○委員：事業者による教育と言えば、情報発信や情報公開なら分かるが、悪く考えると、企業に

都合のいい教育や情報の流し方になってしまうとまずいという気がする。だから、情報公開と

いうレベルで止めておくのであれば、ここに入っているような気がする。 
○委員：積極的な教育、要するにプロモーションになると困るという問題があって、そのバラン

スが難しい。 
○会長：ご指摘いただいたように、限定的な教育や情報公開では、利益が相反する部分がある。

事業者側に、きちんとやることが事業者、消費者両方の利益になるのだということを意識して

もらうというのが、前回の意見の趣旨だったと思う。そこは確かに難しい。 
○委員：事業者側の立場からとしては、消費者から選んでもらうためには自分はどうしたらいい

かという考え方で、今までやってきていた。 
○委員：プロモーションになってしまってはいけないという話と関連して、33 ページの＜職域＞

の【具体的な取組例】について整理したい。１番目の、「事業者等に対する消費者教育の推進の

要請」というのは、従業員に対するもの。例えば、従業員がマルチ商法に巻き込まれないよう

に教育する、というようなこと。外部に対して行うものは“情報提供”という言葉にして、2
番目に書いてあるのだが、この使い分けがちょっと伝わりにくい。 
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  １番目は「事業者等に対する“従業員への”消費者教育推進の要請」等として、これはまさ

に職域でやることということだが、もう一つ、外部への教育については、今は“情報提供”と

いう言葉で表されているが・・・。 
○委員：職域と書くと、ちょっとわかりにくい。 
○委員：ここが少し違うという感じはする。 
○委員：２番目、３番目は、従業員に対するものだけではなく、外部への教育でもある。 
○会長：今、指摘いただいいているのは、体系的にどこでどう扱うかという話。事業者が、従業

員も一人の消費者として消費者被害に遭わないよう教育するということと、顧客に対して直接

いろんな情報を提供していくこととは、やはり違う部分がある。それを＜職域＞というくくり

で、ここに書くのが体系的に適切かどうかというご指摘だと思う。ただ、具体的な取組として

書く場合、ほかの部分へは持っていきようがない。42 ページのところに、連携する意味、とい

うかたちで追記するのが望ましいのではないか。 
今回で一応、答申案として確定することになるが、委員の皆様に改めて全体を一通り読んで

いただき、その上で、どこに書くのが望ましいかをメール等でご意見いただき、最終的に私と

事務方で確定させていただくということでよろしいか。 
（委員了承） 
では、前回ご意見いただいた趣旨は、42 ページの「事業者・事業者団体との連携」の中に反

映させるということにしたい。 
 次に、資料１、意見の３番目「消費者市民社会について」に移りたい。「消費者市民社会の構

築に向けた機運づくり」というフレーズが重要で、全体的なまとまりとして、第５章の中にも

入れた方がいいのか。それ以外にも、消費者市民社会という言葉を強調していく必要があるの

ではないか、という趣旨だった。これに対して、24～25 ページ、41 ページに関連項目を追加

している。消費者市民社会というのは、今後目指す理想の一つなので、ここに具体的な施策や

取組を記載するのは難しいところはあるが、一応、このようなかたちで消費者市民社会と答申

案を積極的に関連づけた。 
○委員：24 ページの基本理念実現のためには、この消費者市民社会を実現することも求められる、

というふうにまとまっている。消費者市民社会とは消費者が主体のように思える。一方、この

８つの権利を尊重するのは行政や関連団体。消費者市民社会の上にこの理念があるのは、ちょ

っとしっくりこない気がする。 
○会長：基本理念と消費者市民社会という概念との関係ということか。 
○委員：ちょっと合っていない気がする。消費者市民社会というのは消費者が主体になっている。

目指す姿の“みんなでつくる”というのは、これに合わせていると思うが、これらと基本理念

が合っていない気がする。 
○会長：消費者の８つの権利とは、「消費者基本法」に挙げられている消費者として持つべき権利、

という意味なので、これ自体かなり理念的な内容を含んでいる。まさに憲法でいう基本的人権

のようなもので、こういう権利が実現するために具体的な法律や政策をつくったりする、とい

う関係に立っている。従って、この８つの基本的な権利を確立する上では、当然、消費者から

も積極的に行政や企業に対して働き掛けていかなければいけないという趣旨でつながってくる

のだと思う。 
○委員：例えば、消費者市民社会の形成や実現、という言葉は、消費者教育推進法に出てくる言

葉。一方、消費者の権利については消費者基本法の中に出てくるもの。消費者教育推進法にお

いて、消費者教育とは「消費者の自立を支援する教育」であるとともに、「消費者市民社会の形

成を目指すための教育」だと定義されているが、消費者の自立支援のためには、当然、消費者
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の権利が守られなければならないという意図が含まれている。 
 これまでの消費者教育とは、「自分の利益を守る」、「自分が被害に遭わないように知識をつけ

る」というものだったが、消費者教育推進法で、「自立支援」とともに、あえて「消費者市民社

会の形成に寄与できる消費者を育てる」という定義がされている。 
その理由としては、現在起こっている環境問題など、自分も加害者になっていく、あるいは

地域で消費者被害に遭っている人がいるのに、自分が大丈夫ならそれでいいのか、複雑な社会

的背景の中で、自分が自立的な消費生活を送れるだけではなく、社会全体でみんなの利益が守

られるように消費者として行動できるようになる、ということも加えて考えていこうというの

が、消費者教育推進法で定めている消費者教育の理念となっているから。 
まずは自分で自分のことをできるようになるために、これらの権利が守られる必要がある。

でもそれだけではなく、その上で、自立した消費者たちが互いにフォローしながら、みんなで

社会や環境をより良く変えていく、消費者たちがつくる新しい社会を目指していくという流れ

になっている。 
 そういう意味で、基本理念と消費者市民社会の考え方の流れとして違和感はないが、「消費者

安全・安心社会」という言葉や、「消費者市民社会」という言葉があちこちに出てきているので

混乱するのかもしれない。考え方としては、「みんなでつくる滋賀の消費者安全・安心社会＝消

費者市民社会」だと思う。まず前半部分で消費者の権利を確認し、自立を支援するような施策

をしていく。そこにプラス、“みんなで”安全・安心な社会をつくっていく、それを新しい法律

では消費者市民社会と呼んでいる、ということでご理解いただけないかと思う。 
 確かに、この消費者市民社会の法律上の定義（25 ページの説明）はすごく分かりにくいが、

こういう計画には、載せざるを得ないところがある。 
○会長：日本弁護士連合会でも、「消費者市民社会の確立に向けて」というシンポジウムもやって

おり、北欧諸国やヨーロッパを調査して報告書も出しておられるが、そこでも理念としては一

致しているが、将来的にどういう制度になっていくのかは、必ずしも明確ではない。やはり理

想という部分がある。 
例えば、フェアトレードという制度は、発展途上国の人たちの搾取につながらない貿易を、

消費者が消費活動を変えることによって間接的に実現しようという考え方。また、法律を守ら

ないという事業者に対しては、適格消費者団体を通して契約書の中身を是正していこうとして

いるが、それは適格消費者団体が直接やるのではなく、消費者がどんどん意見を出していくこ

とで、企業の違法行為を少なくしていく。そういう活動ができるような社会が、消費者市民社

会であって、市民が受け身から能動的に消費社会を変えていくんだ、という方向性は明らかだ

と思う。 
  ただ、具体的にフェアトレードや適格消費者団体の話をここに記載するかというと、そうで

はなく、最初は自立支援をし、それが消費者市民社会の形成につながっていく、という端的な

書き方になっている。消費者市民社会が出来上がった段階では、おそらく行政の消費者施策の

内容は随分変わってくると思うが、その変わってくる過程を、ここにどれだけ反映できるかと

いう問題かという気がする。 
  とは言え、消費者市民社会という言葉を入れる以上は、多くの人に「あっ、そういうことか」

と分かってもらえないと意味がないので、そう考えると、消費者教育推進法の定義では難しい。 
○委員：すごくいいことが書いてあるのだが、それが分かりにくい。 
○会長：分かりやすくするために“みんなでつくる”を入れたのだが、確かに、このあたりは分

かりにくいかもしれない。基本理念を実現していく過程に県民が積極的に参画する。そのため

の教育やそのための手段を積み重ねていくことが、消費者市民社会の実現につながる、という
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二つの意味がここには入っている。 
○委員：目指す姿に続いて、「基本理念の実現のためには･･･」とあるが、これは目指す姿の「み

んなでつくる滋賀の消費者安全・安心」ではなく、消費生活条例の基本理念を指しているのだ

が、それが分かりにくい。 
○会長：ここの基本理念は、消費者教育推進法が制定される前からある、消費者基本法に基づく

消費者が持つ基本的な権利という意味で、消費者市民社会に先行する基本条件。 
○委員：目指す姿についての説明が書かれていないから混乱するのかもしれない。次の基本方針

（25 ページ）のところでは、その冒頭に「前述の基本理念および目指す姿の実現に向けて･･･」

として、目指す姿等が反映されているが、目指す姿のところでは、いきなり「基本理念の実現

のため」と出ていて、何が「みんなでつくる滋賀の消費者安全・安心社会」なのか、目指す姿

については何も触れられないまま、いきなり基本理念と消費者市民社会がつながる流れになっ

ているので、分かりにくいのかもしれない。 
  目指す姿の「みんなでつくる滋賀の消費者安全・安心社会」とはこういうもので、基本理念

にはこうつながっているのだが、それはこれから目指していこうとしている消費者市民社会に

もつながっていくのだ、ということが文章でうまく表せると読みやすくなる。 
○会長：流れからいくと、「滋賀の消費者安全・安心社会」とは、まさに消費者の８つの権利が担

保された社会であり、そのような社会にするための一つの手段として消費者市民社会をみんな

でつくっていくという関係になる。 
○委員：その流れが分かるといい。消費者市民社会という言葉は、特別大きく打ち出す必要はな

いが、かと言って無視はできない。今の消費者行政全体の方向性の中で、この言葉はないとい

けない。そういう意味では、今回の書き方は工夫されていて、あえて、“消費者市民社会をつく

ろう”ではなく、みんなで滋賀の消費者安全・安心社会をつくっていくということ、このこと

は県民一人一人が持続可能な社会の形成に参画するということであり、消費者市民社会の実現

にもつながってくる、という書きぶりになっている。書き方をもう少し検討できるといい。 
○会長：付け加えると、消費者市民社会の中には、消費者の８つの権利を超える部分も出てくる。 
○委員：ある意味、８番目の権利（消費者施策に消費者の意見が反映されること）などは、スト

レートに消費者市民社会のことを言っている。“施策”とあるので行政的ではあるが、これをも

う少し拡大して、消費者の意見が反映されるようにした方がいいのは、事業者等に対してもい

えること。 
○会長：今回の答申案は、今までの基本理念を引き継ぎつつ、特に消費者教育との関係でプラス

アルファで消費者市民社会という新しいページを入れている。そのことと基本理念とのつなが

りが十分明確になっていないという点を今、指摘いただいた。 
特に 24～25 ページには新しい記述が多く入ったので、今のご意見も踏まえて、基本理念と

目指す姿との関係、特に消費者市民社会、“みんなでつくる”ということの積極的な意味を付け

加えるかたちで、表現や内容を修正するということにしたい。ここはかなり大事な部分だと思

うので、修正案を私と事務局で調整し、その内容を各委員に報告した上で、答申としたい。 
○委員：ついでに申しあげると、消費者の８つの権利というのも非常に分かりにくい。例えば、

①の基本的な需要とは何か。また全体的にいえるが、「消費者の自主的かつ合理的な選択の機会

が担保されること」というのも、例えば、近所にＡスーパーしかなければ、Ａスーパーの中で

しか選びようがなく、生活行動範囲の制約を受ける。地域性や環境によって自主的な合理的選

択機会が得にくく、選択機会が全て保証されるということはない。 
○会長：それはまったくそのとおり。だが、これらは先ほど説明した消費者基本法という法律に

基づく権利。この消費者基本法は消費者法の中で憲法に位置付けられるもので、この８つの権
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利とは、理念としてこうあるべきというもの。よって、今の指摘のとおり、実際には買い物難

民という状態が発生していて、理念通りになっていないのは間違いないが、それをいかに理念

に近づけていくかというのが、行政や、あるいは（消費者市民社会として考えると）市民全体

で考えていくことと言える。そういう関係になると思う。本当は、この基本理念の実現に向け

て様々な努力が必要だということを明示できれば一番いいが、それも踏まえて表現を修正させ

ていただくとことにしたい。 
  では、資料１の 4 つ目について。人口減少社会の到来と高齢化の進行という客観的な状況を、

県の他計画と整合性を持たせた上で記述を追加した。具体的には重点施策８の高齢者等への支

援が必要になっている具体的背景を、ここで追加したといえる。 
○委員：4 ページに「人口減少に歯止めをかけながら滋賀の強みを伸ばし、活かす」とあるが、

人口現象に歯止めをかけるということと、強みを伸ばしていくということとはどうつながるの

か。 
○会長：ここはつながりというより、２つのことを書いている。人口が減少しようがしまいが、

滋賀の強みを伸ばすことは当然必要なので、人口減少に歯止めをかける。そして、なおかつ滋

賀の強みを伸ばす、ということ。 
 我が国の今後を考える際、人口減少というのは避けられない問題なので、人口減少を見据え

た上で、今後どういう施策を取っていくのかというのが非常に重要な視点になる。滋賀の場合

は、少なくとも昨年度までは人口は増加していたので、他の都道府県に比べ人口減少に歯止め

をかけるというレベルでの施策も十分可能だと思われる。であれば、人口減少に歯止めをかけ

つつ、滋賀の強みを伸ばすという方向性も、特に滋賀の場合はおかしくない表現だと思われる。 
○事務局：ここでは会長の仰るとおり、歯止めをかけるための取り組みも推進するし、滋賀の強

みを伸ばすための取組も推進するということを書いている。ただ、消費者施策に直接的につな

がるものではない。 
○会長：確かに人口減少に歯止めをかけるというのは、直接、この答申の目的ではない。ただ、

適切な消費者施策はまさに滋賀の強みになるので、入れておくことは十分に意味がある。滋賀

の強みを伸ばす上で高齢者施策は大事だ、という流れになる。それについては次の５ページに、

高齢消費者の被害防止と救済というかたちで具体的な記述が記載されている。 
 その他、マイナンバー制度について、今後、制度が拡大していく上で、消費者の個人情報保

護をどう考えていくのか、という非常に重要な問題はあるが、この制度はこれから実際にどう

運営されていくのか、どういう問題が生じるのか現段階では明確でないので何とも言えず、今

はこれぐらいの記述に止めざるを得ない。こういう１行を入れておくことで、次期計画での今

後の検討の必要性を指摘しておくという意味はある。 
○事務局：マイナンバーの通知がこれから始まっていくが、関連した架空請求等の消費者トラブ

ルに、行政としても対策していくという意味合いもある。 
○委員：会長が次期計画と言われたことと関連して、「第６章 計画の推進体制と進行管理」中に

見直しとある。マイナンバーに関する点など、今回の答申案では書ききれなかったことや、例

えば、今後、起こり得る問題等に関して、計画の見直しを行うことは想定されているか。この

審議会はモニタリング的な役割も果たすと思うので、毎年の審議会で報告されるだろうが、見

直しの時期や何をするか等を具体的に書いてもいいかもしれない。 
○会長：基本的に見直しは毎年行うのが前提になる。 
○事務局：これまでから計画の毎年度の実施状況については、審議会で報告しているので、今後

も同様に意見をいただきながら次につなげていくようにしたい。それは「計画の進行管理」の

ところに記載させていただいている。 
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○会長：以上で、今回の案に対する意見を伺った。改めて委員の皆さんには、最終案の最初から

最後までお目通しいただき、最後のチェックをお願いしたい。最終的な意見等を反映させると

いう方向で、今後は作業を進めていきたい。 
○委員：レイアウトで気が付いたことだけお伝えしたい。目次で、第１章、第２章等が大見出し

となり、その下の１、２が中見出し、（１）、（２）が小見出しになると思う。ただ第４章の小見

出し部分に当たる重点施策がちょっと分かりにくい。文字のフォントを小さくする等すればい

いと思う。 
○事務局：ぱっと見て分かるよう修正したい。 
○委員：基本計画外の話になるが、委員の皆様へのご参考として各市の行政課題を報告したい。

一つは、消費生活相談体制を強化、充実していく必要があるということ。具体的には、県内全

域的に専門的知識を有した消費相談員の確保が非常に難しいので、今後も専門資格取得のため

の講座等の開設について、県が積極的に取り組んでいただきたい。また、市町の相談員が、様々

な相談案件に的確に対応できるよう、研修の充実を図っていただきたい。市は住民にとっての

一番身近な窓口として、相談体制を的確にしていくとともに、相談員による出前講座を実施す

るなど、啓発活動もしっかりやっていきたい。 
  もう一つ、問題になっているのは情報弱者に対する支援。特に老人や外国人、子どもへの情

報支援をしっかりする必要がある。相談に占める高齢者の割合が非常に高い。また、数は少な

いが外国人からの相談事案が深刻なものがある。外国人や高齢者が他の人と同じように情報を

取得する必要があるが、現在は困難になっている。 
  その他、県への期待としては、高齢者の被害を防ぐため、行政、警察、福祉団体がしっかり

と連携することが必要で、これらのまとめ役をぜひ県行政でやってほしい。特に外国人への啓

発については、これら対象となる方々は、観光に来ているわけではなく、暮らしている人。人

数は、県で２～３万人だと思うが、外国人への啓発は各市町がばらばらに進めても費用対効果

が低いので、県の積極的な取り組みを行っていただきたい。 
 基礎自治体がやっていかないといけないことはしっかり見直し、分かりやすい情報提供とし

て、出前講座等に積極的に取り組もうと思っている。出前講座での寸劇や替え歌等を積極的に

やっていただいている任意団体もあり、相当効果が出ている事例もある。 
その他相談窓口では、複雑かつ多様な課題（多重債務者、知的障害とか心の病の人、ＤＶ問

題等）があり、それぞれ深刻な消費問題を抱えている。これらの課題については、健康福祉部

局だけでなく、住宅や税務等、市役所全体で担当者が集まってセーフネット会議を開催し、総

合的に対応することで一定の成果が出ている。このような体制を機能させ、複雑かつ多様な課

題に対応していくことを、各市町にも提案している。以上、ご報告と県の協力をお願いしたい。 
○事務局：ご報告いただいたように、消費生活の相談件数は、市町が７割で県が３割で以前と逆

になるなど、市町で担っていただく部分が非常に大きくなっている。県として、連携しながら

今後も進めさせていただきたいので、よろしくお願いしたい。 
○会長：県に対して、講座や研修等の機会を増やしていただきたいとの話をいただいたが、確か

に予算の苦しい時ほど将来の“人”への投資が大事になる。人づくりという点に関しては、大

学が受け皿になれる可能性があるので、大学側へも依頼いただければと思う。 
  では、本日の議題については、これで終了ということとし、事務局から今後のスケジュール

に説明をお願いしたい。 
○事務局：今日の審議内容を踏まえて修正を行い、11 月中旬に会長から知事へ答申いただく。そ

の答申をもとに、県としての計画案を作成し、議会への説明後、12 月から１月にかけてパブリ

ックコメントを行う。パブリックコメントの結果を受けて修正した最終的な計画案を議会に報



9 
 

告した後、3 月に策定・公表という予定で考えている。パブリックコメントの結果等について

は、２～３月頃に開催する審議会で報告させていただきたい。また、個別にご意見をいただく

こともあるかと思うので、その節はよろしくお願いしたい。 
○会長：パブリックコメントがまだ残っているが、この審議会としてはこれが最終答申というこ

とになる。パブリックコメントを受けてどのような変更がなされるかについては県側の事務と

なるので、我々としては答申案を出した時点で手が離れるとご理解いただきたい。まだ修正の

余地はあるけれども、何度も参集いただき皆様の意見を反映できた、非常によい答申案になっ

たのではないかと思う。 
  ただ、これで終わりということではなく、来年度以降は、基本計画がちゃんと実行されてい

るのか。そして、先ほど問題になったように、必要に応じて随時、計画を見直すべきではない

か、ということも含めて、次年度以降も意見をいただく必要が残っているので、今後もこの場

を有効に使って、この基本計画をよりうまく遂行できるようにと考えているので、よろしくお

願いしたい。 
○事務局：それでは、これをもって閉会とさせていただく。 
 

〔１２：００終了〕 


