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第 52 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２月６日（金）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） 

東委員、礒田委員、市村委員、岡野委員、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、山本委員（敬称略・五十音順） 

 

審議会開催に先立ち、知事に代わり北川総合政策部長より、消費生活審議会 高

嶌会長に「滋賀県消費者基本計画の改定について」諮問書の交付を行った。 

 

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ついて格別のご理解、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

る。 
先ほど諮問させていただいたが、今日の審議会では、「滋賀県消費者基本計画の改定」に

ついて審議をお願いしたい。 
県では現在、この基本計画に基づき、県民の消費生活の安心・安全を守るための取組を進

めているが、現行計画は策定から４年近い年月が経ち、この間、社会情勢や消費者を取り巻

く環境や意識は、様々に大きく変化してきている。 
まもなく東日本大震災から４年となるが、大震災が起こったのは現行計画の策定中であっ

た。国民生活センターの「国民生活動向調査」などによると、この大震災を契機として、『自

分の消費行動次第で、将来の社会や地球環境を良くすることができると意識して行動する』

という消費者の割合が増えているなど、消費者の意識には変化が生まれている。 
計画の改定に当たっては、今までの県の取組を総括し、社会情勢の変化を踏まえた内容に

見直すとともに、「消費者自身が“自ら考え行動する”消費者市民社会」の実現についても

盛り込んでいきたいと考えている。 
今日は、消費者を取り巻く状況や、新しく設置した「消費者教育専門部会」での審議結果

について説明させていただくので、計画の改定に当たって押さえておくべき論点や課題等に

ついて、それぞれの立場や幅広い観点から、ご意見、ご提案を賜りたい。 
 

２．議題 「滋賀県消費者基本計画の改定について」 

 
○会長：本日は、消費者基本計画の改定について、具体的に今後どのようなかたちで進めてい
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くのか、そして、どのような中身を盛り込んでいくのかを、委員の皆さんにお諮りしたい。

ただ、消費者基本計画は、内容的には非常に大部であり、今日すべて検討するのは難しい。

今日はまず、この消費者基本計画がどういうものか、消費者基本計画の意義を全員で確認し

たい。 
  前回の審議会で、この消費者基本計画は、滋賀県の今後の消費者行政を進めていく上での

いわば「憲法」であり、基本的な方向を示すものだという話をした。今日は事務局から、基

本計画とはどういうものかという位置付けをまず簡単にご説明いただく。 
  その上で、現行の基本計画は来年度（平成 27 年度）を終期とする５年の基本計画だが、

現行計画の中身はどうなっていて、どういう基本方針でやってきて、具体的にどうしてきた

のか事務局から説明いただく。 
 今までの流れを踏まえた上で、新しい次期の基本計画の考え方についてご説明いただくと

分かりやすい。次期計画は、現行の基本計画を承継する部分もかなりあると思われるので、

現行計画から変えようとしている点と、変える理由を中心にご説明いただきたい。 
 

○事務局から、資料１および資料２に基づき、消費者基本計画の改定について、また、

消費生活をめぐる現状について説明。 

 
○会長：皆さまから意見、質問をいただく前に、私から若干補足させていただく。 
  消費者基本計画は、資料１に「滋賀県消費生活条例」が抜粋してあるとおり、条例の７条

の２に基づくもの。知事が、消費者施策の計画的な推進を図るためにこの基本計画を策定す

る。そして第２項に、消費者施策に関する基本的な方向その他の施策の計画的な推進を図る

ために必要な事項を盛り込む、と書いてある。基本計画とは条例に基づく計画であるという

のがまず一つ。 
  加えて、「消費者教育推進法（10 条）」も抜粋されている。次期計画には、特に消費者教

育の充実に向けた内容を大幅に取り込むことを前回審議会でお伝えしたが、これは、消費者

教育推進法に基づいて都道府県に求められている義務だということ。従って、次期の消費者

基本計画は、条例に基づく部分と、特に消費者教育については、消費者教育推進法 10 条に

基づく部分が混在することになる。 
  10 条には、「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。」と書いてあるが、

これは努力義務。絶対にやらなければいけないものではないが、都道府県レベルでは事実上

の義務と考えてもらえばよい。 
  次に、今までの基本計画の内容が、資料１の１～２ページ目に挙がっている。経緯と現計

画の内容、基本的な方向とどういう施策が挙げられているかが書かれている。 
そして資料２の５～８ページに、基本計画に基づいて実施されている今年度の事業が書か

れている。具体的にどういうことをやっているかは、ここでチェックいただき、もし、十分

に事業がなされていない、あるいは、新しくこういう項目を設けたらいい、というかたちで、

しっかりチェックいただきたいと考えている。 
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  そして、新しい基本計画はどういう方向で考えていくのか。資料２「消費生活をめぐる現

状について」は、改定の方向を考える上で基礎になる現在の状況を説明するもの。 
  重要な点がチェックされているが、特殊詐欺のところだけ若干補足すると、代表例はオレ

オレ詐欺、振り込め詐欺。一般的にはオレオレ詐欺に類する詐欺８類型を総称して特殊詐欺

という。他には非常に有利な条件で融資をします、という「貸します詐欺」や、公的機関な

どを名乗って、還付金があるよと言ってＡＴＭを操作させて手数料だけ取る、という「返し

ます詐欺」。それらを全部含めて特殊詐欺といっている。 
  また、資料２の３～４ページでは、消費者教育の現状を示している。消費者教育はいろい

ろなところでなされていることが分かるが、社会教育等では十分でないところがある。消費

者教育については専門部会で審議いただいたので、後ほどご報告いただく。 
○委員：資料に出てくる「体系的な（消費者教育）」という言葉が分かりにくい。 
  また、資料２の５ページ以降の具体的な事業内容で気になるのが、どちらかというと商品

にまつわる話は重点的に言われているが、サービス面はどうか。例えば、大学教育や生涯学

習等の教育サービス。医療関係でいうと、病院の質というかサービス、また、リラクゼーシ

ョンのような、ちょっと効果が怪しいなというものも含めた医療サービス。そういうサービ

ス面の事業なり項目では部分的には触れられているだろうが、もう少し項目的に上に上げて

もいいかなと思う。 
○会長：１点目の、消費者教育について“体系的”の意味が分かりにくいというご指摘は、後

で消費者教育の専門部会長から解説いただきたい。 
  次の意見は、サービス関係の規制があまり見えてこないというご指摘だったと思う。今ま

での消費者行政は、どちらかというと物品中心で、サービス取引が規制されるのは、特定商

取引法の中でも幾つかの類型に限られている。医療サービスに関しては非常に重要な話だが、

今まで消費者保護の問題だということ自体が十分意識されてこなかった側面がある。 
 消費者保護の領域では、消費者の身体・生命を保護するためには、業者にいろいろな規制

を加えており、一番強いものでは罰則を加えて売らせない。例えばライターでは、ここ数年

安全装置が付いていないライターは売ってはいけないという厳しい規制になっている。 
一方、医療サービスでは、医者は一旦免許を取れば、その後も医者を続けられる。言い換

えると、30～40 年前の安全基準のままで医療サービスを提供されているということ。もち

ろん、熱心な医者は自分で研修されているが、制度として担保されていない。医療サービス

も含め、消費者取引については今後考えていきたいと、個人的には考えている。そのような

点も含め、次期計画の改定の際には、そういう領域についても配慮するということを明示で

きればいいと思う。 
○委員：消費者教育のためにいろいろな資料等を作成されているが、その資料がどう活用され

ているか、把握しているか。公民館や図書館、市役所等にも置いてあるのだろうが、探して

みても置いてある場所が分からないことも多い。作成した資料を有効に使ってもらうことに

ついては、どのようにお考えか。 
○会長：消費者教育関係の資料は、都道府県、市町村、消費者団体などで、いろいろな資料が

作成されており、消費者庁のホームページでは、それらの資料が数百以上、データベースで
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見られるようになっている。ただ、活用という点でどういうフォローがなされているか、滋

賀県ではチェックしておられるか。 
○事務局：平成 24 年度に、スマホ等の使用について注意喚起を促す DVD を作成し、県内全

ての小中学校に配付しているが、活用状況を把握するため、配付の約１年後に、活用状況に

ついて各校にアンケートをとった。 
 その結果、全体の３割～４割の学校では活用されていたが、残りの学校では使われていな

い。その理由としては、「授業で目いっぱい」「DVD の内容を確認する時間すらない」「どう

いう使い方をしたらいいか分からない」等であった。 
  そのため、学校以外でも広く見てもらえるよう、生涯学習施設でも貸出してもらえるよう

にしたり、県のホームページでも見られるようにしている。 
○会長：この背景には団体間の連携が十分取れていないということがあると思う。いい教材を

作っても、学校でそれを使って授業する時間が用意できないのは、教育委員会との連携が十

分取れていないということ。学校の先生には、活用のノウハウが急には持てない。最初の数

年間は、例えば消費者団体や消費生活相談員が最初にやってみて、実際に見てもらうような

機会も必要。 
 県、市町村、消費者団体等との連携をどうするか。資料等が無駄にならないようにする一

つのポイントは連携だと思う。今回の改定にあたっても、事務局作成のたたき台では連携を

重視した内容になっているので、後で皆さんにもご覧いただき、改めてご質問いただくこと

にしたい。 
 
○事務局から、資料３－１、３－２により「次期滋賀県消費者基本計画骨子案（たたき

台）」について説明。 

 
○会長：資料３－１「第４章 消費者施策の展開」で、基本方針が三つ挙がっている。特に基

本方針ⅡとⅢをこのように区別した理由だが、前回の審議会で、「消費者の自立を支援する

のは大事だが、高齢者やハンディキャップがある人は、自立を言うばかりでなく一定の保護

が必要」という意見をいただいた。基本方針Ⅱが“自立支援”で、方針Ⅲを消費者被害を防

止して救済するという“保護”、と分けている。 
 そして、「第５章 関係機関、団体との連携強化」とあるが、基本方針Ⅰ、Ⅱ、Ⅲでも連

携の必要性は書かれている。例えば、資料３－２の基本方針Ⅰ（安全・安心な消費生活の確

保）のためには連携が必要。「国民生活センター等の商品テスト情報等の速やかな提供」と

あるが、これはまさに国センとの連携の必要性のこと。基本方針Ⅱは、消費者教育に関する

ことだが、消費者教育はまさに連携が最も必要。基本方針Ⅲ（消費者被害の防止と救済）で

も、「市町や社協、警察等の関係団体と連携した見守り活動や効果的な啓発」とあるが、縦

割り行政でなく、民間の力も含めた広い範囲での連携が必要ということで、特に第５章を設

けている。 
 基本方針Ⅱ（「自ら考え行動する」消費者になるための支援）は、まさに消費者教育推進

計画にあたるが、ここについては、前回の審議会で承認いただき、専門部会で議論を積み重



5 
 

ねてきた。その結果を部会長から報告いただく。 
○部会長：消費者教育に関しては、次期計画の基本方針Ⅱに位置付けられ、消費者教育推進計

画という取り扱いにもなることから、消費者教育専門部会として検討してきた。その検討結

果概要を、資料４に基づき説明させていただく。 
  まずは、基本的な考え方を「消費者の自立の支援」と、「消費者市民社会の形成」として

いる。これは消費者教育推進法の中でも、消費者教育の定義のところで確認されている内容。

これからの消費者教育は、自分自身がトラブルに巻き込まれないための「自立」だけでなく、

消費者市民社会の一員として、他者のより良い生活や環境づくりにつながる消費行動を取れ

る消費者を育成するという視点が盛り込まれている。 
  この考え方に基づき、消費者教育推進施策の目標を「より良いくらし、より良い社会の発

展のために行動する消費者の育成」とし、サブタイトルで「連携・協働（つながり）による

消費者市民社会の形成を目指して」とした。 
 施策の展開方向については、四つの柱を設定した。一つ目が「消費者教育、消費者学習の

機会の拡大と体系的な消費者教育の推進」。“体系的な”という言葉については、先ほど質問

があったが、国の施策で、消費者教育をライフステージ別・領域別にクロスしたマトリック

スを作成し、発達段階に応じて、領域別にこういう目標が達成できるように消費者教育をし

ていこうというイメージマップがある。「消費者市民社会の構築、商品等の安全、生活の管

理と契約、情報とメディア」という４つの領域と、「幼児期、小学校、中学、高校、成人期

（若者成人期、一般成人期、高齢者）」という発達段階（ライフステージ）を設定し、それ

をクロスしたところに発展的で具体的な目標を立てているもの。 
 消費者教育はこれまで、こういうトラブルが起きたからこういう消費者教育をしよう、と

いう、いわば対処療法的なやり方だったが、消費者教育推進法の制定に伴い、その時々の問

題に関わらず、消費者教育として全体で教育（学習）すべきことはどういうことかを整理し

たイメージマップが作成され、これに基づき、総合的、体系的に消費者教育を実施しようと

いうことになっている。体系的という言葉については、こういうものを意味している。 
 全体イメージは、資料４の４ページの図になる。全体の目標が、「より良いくらし、より

良い社会のために行動する消費者」。連携、協働（つながり）による消費者市民社会の形成

を目指すということで、滋賀県ではせっけん運動など、みんなで環境を変えてきたという歴

史を象徴的に表すものとして琵琶湖を背景に入れた。 
 そして真ん中が、施策の展開方向の１つ目「消費者教育の機会拡大と体系的な消費者教育

の推進」。これを支えるために、展開方向２つ目「消費者教育の担い手（人材）の育成と支

援」が必要であり、さらに「消費者市民社会の構築に向けた気運づくり」と「幅広い主体と

の連携・協働による取組の推進」という３つ目、４つ目の柱により、体系的な消費者教育の

推進を実現していこうというのが施策全体のイメージ。 
 「消費者教育の機会拡大と体系的な消費者教育の推進」については、どこに住んでいても、

生涯を通じてさまざまな場で消費者教育を受けることができる機会や学び会う機会を提供

し、体系的な消費者教育を効果的に推進する、まさにライフステージを通じて、さまざまな

場で体系的な消費者教育を受けるということ。  
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「ライフステージに応じた体系的な消費者教育の推進」を、その中の小項目の一つ目とし

てあげている。特に、スマホを持ち始める年齢層（小学校～中学校前半）と高齢者にポイン

トを置くとした。 
個々のライフステージで実施したい施策についても書いている。「幼･小･中･高校生」では、

スマホ等トラブルの防止、学校教員への支援、ＰＴＡの研修等をあげている。「若者（大学

生や新社会人）」へは、大学への出前講座や、企業が新入社員への研修をしていただくなど。

「成人一般」は、特に、消費生活センターや公民館での講座とあるが、消費者団体やＮＰＯ、

関係団体による消費者教育の実施もあり、このあたりも連携にも関わるもの。そして「高齢

者」については、実態として非常に被害が多いので、介護事業者、民生委員等の福祉関係者

の協力を得て、高齢者が被害に遭いやすい悪質商法や特殊詐欺等への啓発を実施していくと

いうもの。 
  次に「消費者の特性や場の特性に応じた消費者教育の推進」。消費者の特性や、学校、地

域、家庭、職域等のさまざまな環境（場）に応じた方法で消費者教育を推進するということ

をあげている。特に、高齢者や障害がある人等、配慮が必要な人への取組をすることと、地

域の社会教育施設を活用するなど、地域に応じた啓発をしていく。または、職域については、

顧客の声を生かした消費者への情報提供という視点と、そこで働く労働者への消費者関連情

報の提供という二つの視点から、職域における消費者教育を考えていくということをあげた。 
  三つ目に「消費生活に関連する教育との連携推進」としている。環境教育や食育、金融教

育、法教育、防災教育等には、消費者教育と切り離せない内容がたくさんあるので、これら

と連携していく。 
  消費者教育は他の関連教育とも非常につながりが深い。特に、「消費者市民社会」、つまり、

自分の行動が社会や環境に影響を与える、ということを考えると、あらゆる教育が消費者教

育と関係しており、そのイメージを５ページに記載している。 
  施策の展開方向の２つ目が「担い手、人材の育成」。県内全域で消費者教育の機会を提供

するため、学校や地域・職域等で、消費者教育を実施できる人材を育成するとともに、人材

育成に向けた取り組みを多面的に支援していく。消費者教育にこれから力を入れていくとな

ると、誰がその担い手になるかが課題となる。担い手の育成、人材の育成が地域でも学校で

も必要ということ。 
  そして、施策の展開方向の３番目は「消費者市民社会の構築に向けた気運づくり」。滋賀

県には琵琶湖の環境を守るために展開してきたせっけん運動のように、消費者の行動で社会

を変える、いわば消費者市民とも言える歴史がある。この歴史を踏まえ、関係機関（教育委

員会、市町、消費者団体、事業者等）と連携・協働を図りながら、消費者市民社会の形成に

向けた気運づくりを進めていく、とした。新しい視点と軸をここに盛り込み、消費者市民と

して、みんなで消費者市民社会を作るんだという気運を一層盛り上げていく。消費者市民社

会に関する情報提供やイベント等により、新しい消費スタイルの提案や、生産者、消費者と

の情報交換などを、連携・協働しながら進めていこうというもの。 
 施策の展開方向の４つ目は「幅広い主体との連携・協働による取組の推進」。連携・協働

については、次期計画のたたき台でも１本の柱として全体に関わる位置付けになっていたが、
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消費者教育でも特別な意味を持って強調したい点であるため、ポイントとして独立させてい

る。 行政、消費者団体、事業者等、幅広い主体が連携・協働し、それぞれの専門を生かし

て消費者教育を推進するが、中心になるのは県の消費生活センター。センターを拠点として、

関係機関や団体が連携していく。連携の具体的な役割イメージを４ページに書いている。た

だ一緒にやるだけでなく、それぞれの得意分野を生かして消費者教育に貢献できることを実

施していくということ。 
  以上、消費者教育専門部会の検討結果について報告させていただいた。 
○会長：“体系的”の意味については理解いただけたか。 
○委員：意味は分かった。ただ、イメージマップの言葉が分かりにくい。段階別に目標が書か

れているが、それぞれの内容が変わらないなと思うところもあり、イメージマップの中身が

具体的に分かりづらい。 
○部会長：このイメージマップはあくまでバージョン１であり、国では現在、小委員会を作っ

て、このイメージマップについても検討している。今後の課題を考えていく場合には、もう

少し分かりやすくなるよう検討していく必要があると思う。 
○委員：体系的の意味は、ライフステージと領域別という形で、全体を整理したということか。 
○部会長：そういうこと。このマップが分かりにくいのは、読むと確かに中身の区別がつきに

くいところがたくさんあること。ただ、そのあたりはこれからの課題だと思う。 
○会長：今までの消費者教育は、行き当たりばったりで、すごく分かりにくかった。専門部会

の基本的な方針としては、県民の安全・安心なくらしと、関連する領域は全部含むというこ

とが出発点。施策展開の目標を「より良いくらし、より良い社会のために行動する消費者」

としているが、最初ここの「より良いくらし」には、もう少し難しい言葉にしていた。それ

を「くらし」としたのは、誰でも分かるようしたかったから。私やあなたの生活の問題なん

だ、ということを伝えるためにこういう言葉を使った。 
 「くらし」の問題だと考えると、先ほどご指摘があったように、医療問題も当然入ってく

るべき領域だと思う。今まで医療が抜けていたのは、福祉的な問題だという意識があったの

だろうと思う。 
  また、労働者保護の問題も、当然くらしに直結するので入ってくる。今まで労働者保護の

問題が消費者保護から抜けていたのは、労働者とは、自分の労働力を売る売り主だから消費

者ではない、という理屈だったが、労働力を売って、結局ものを買うのだから、労働者も入

ってくる。関連教育のイメージ図には、環境教育や法教育等が載っている。これは関連領域

をぱっと見て理解してもらうためのイメージ図だが、一番下に「その他関連教育」というの

を入れている。これは医療や労働問題等、くらしに直結する内容はどんどん入れて行こうと

いう趣旨なので、ぜひそういう意見を出していただきたい。 
○委員：前提としては消費者“教育”でいいが、教育、教育、教育と、上から押し付ける感じ

がやや強い。大学等でも今は「学習支援」という形をとられていると思うので、どちらかと

いうと“学習”に変えた方がいい気がする。 
○部会長：そういう議論は専門部会でもあり、教育だけでなく、（学習）と付けた。 
○会長：確かに“教育”というと、どうしても上から下への一方通行のニュアンスがあるので、
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“学習”や“学び”という言葉を多用する方がいいと思う。 
先ほど、今までの消費者教育は体系的でなく行き当たりばったりだった、と言ったが、な

ぜそうだったかというと、消費者教育を実際に担当している人の知識が断片的だったから。 

例えば５ページの関連教育の図で言うと、自分は法教育は担当できるが、環境や食育につい

ては十分な知識がない。つまり、社会全体が専門化した結果、求められる知識は幅広いのに、

それぞれの専門家が対応できるのは一部だったというところに、今までの問題点があった。 
 従って、この施策の展開方向の２つ目「消費者教育の担い手の育成と支援」は、長期的に

は非常に大事。消費者教育の専門家は今までほとんどおられなかったので、もっと増やして

いく。できれば、県の消費生活センター等に様々な分野の専門家が集まり、全体をうまくカ

バーできるよう連携する、というのが、４つめの展開方向「幅広い主体との連携・協働」の

必要性にもつながる。 
○委員：関係機関の連携に関連して、考慮していただきたいことがある。一つは、滋賀県では

県外の学校に行っている人がかなり多い。特に大学は、滋賀県の大学だけでは滋賀県の学生

を全部フォローしきれていない。中には、校舎は滋賀にあるが管轄は京都だという大学もあ

るので、大学との連携を考える場合には、周辺府県との関係は視点に入れるべき。 
  もう一つ、滋賀県の小中学校の場合、滋賀大教育学部の果たしている役割は、教員の出身

大学として非常に大きい。学校のカリキュラムに消費者教育を盛り込んでいくのが難しいの

は確かだが、問題意識を持ってもらうためにも、滋賀大教育学部にアプローチしていく必要

性があるのではないか。 
○会長：京都で悪質業者を厳しく取り締まったら、翌年は滋賀県に悪質業者が増えたというよ

うなことがあるので、隣接府県での様々な連携は、今後考えていく必要がある。まずは滋賀

県内での連携からとりあえず始めて、基本計画の終期である５年先を考えると、隣接府県レ

ベルでの連携についても視野に入れておくべきだろう。 
○委員：昨日、消費者庁主催の「地方消費者グループフォーラム」がピアザであったが、そこ

で京都府と大学生協の連携の事例発表があった。大学生協で消費者教育に関心のある学生リ

ーダー養成講座が実施され、そこでリーダーになった人が、府下の小学校に出前講座に行く

という取り組み。リーダー講習を受けて、担い手となった学生が年間 29 人ぐらいいるとい

う報告だった。 
  消費者教育専門部会でも、大学生への教育は大事だから大学への出前講座は必要、という

議論まではできたが、大学生を担い手にするという発想はなかったので、参考まで報告させ

ていただく。 
○部会長：全国的にも大学生が地域の出前講座をしている大学はある。イメージマップでは、

大学生への教育という視点しか見えないが、ご意見のとおり、大学生を担い手にするという

位置づけも当然可能であり必要。 
○会長：大学への出前講座ももちろん必要だが、教育学部や法学部の教員、学生をうまく使っ

て、そこを一つの発信の場にするという方向は、あってしかるべきだろう。 
○委員：いろいろなデータや情報はあるが、どこを調べたらいいのか分からない、という問題

は、ますます深刻になると思う。県の一つの施策として、インデックスを用意するというこ
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とも大事。「どこを見たら何が載っているかがだいたい分かる」という、インデックスのよ

うなものを作れるといい。 
  もうひとつ。消費者の中でも、高齢者に対し、あなた方は孤独で社会から切り離されてい

るのではなく、何かしようとしている人が周りにいる、という啓発を積極的にやった方がい

いのではないか。自ら学ぼうとする消費者は悪質商法等にひっかからないだろうからいい。

自ら学ばない、学べない人にもちゃんと手を差し伸べるスタンスはある、ということを大き

く盛り込んだ方がいいと思う。 
それと、普通、働いている現役世代は、消費者問題に意識がいかない。小･中･高校では段

階的に学ぶ機会はあっても、そこから先、しばらくの間は生産者側になって、高齢者になっ

た途端にぽんと放り出される。“ライフステージに応じた”というのは大事な認識だが、そ

ういう特性はあるのではないか。 
○会長：高齢者の場合は、今まではおそらく社協や地域のいろいろな方が対応されていたであ

ろうが、今後、特に福祉との連携が重要になってくる。 
○部会長：ご意見のとおり、高齢者の場合は特に“孤独”というものが、消費者トラブルに巻

き込まれやすい一番の要因になっている。そういう意味で、次期基本計画（資料３－２の２

ページ）を見ると、消費者教育は、基本方針Ⅱ「『自ら考え行動する』消費者になるための

支援」に入っているのに対し、高齢者等への見守りについては、基本方針Ⅲ（消費者被害の

防止と救済）に入っている。 
 しかし、これらは密接な関係があって、いわゆる“消費者教育”の担い手育成という意味

合いと、“地域の見守り”の担い手育成という両方の視点が、今の消費者教育にはあると思

う。この２つのつながりについても工夫して記述しないと、いまいただいたようなご意見が

出てくる。消費者教育では自立した人を教育する。あとは福祉の人と一緒に見守る、という

と、完全に分かれてしまう。自分たちが身につけた知識を見守りにも生かす、という流れが

できるといい。 
○会長：確かに高齢者には高齢者のコミュニティーがあるので、その中でうまく広がればいい。 
○委員：コミュニティーが会社とは違うので非常に難しい。女性は地域に根があることが多い

が、男性で名刺の肩書きが取れて一人になったとき、特に滋賀県から京都や大阪に勤めてい

た人が定年退職した後は、かなり深刻な問題になる。真剣に取り組まないと、膨大な年金の

担い手（受取手）なので、引っ掛かる人がたくさんできる、ということになりかねない。 
○会長：逆に言うと、リーダーになり得る人材がたくさん埋もれているとも言える。 
○委員：客体ではなく、主体だと考えればいいと思う。 
○委員：長浜市でも消費生活相談として常時２人体制で相談窓口を設置し、年間約 500～560
件の相談があるが、高齢者を中心に増えるという傾向が出ている。内容は、送りつけ商法や

劇場型詐欺、アダルトサイト詐欺、遠隔操作詐欺等、県下の相談と同じような状況。特に高

齢者では、先日、約１千万円の外資系預金を勧められた投資詐欺があった。各市町とも同じ

ような状況が続いていると思われ、どこでも相当丁寧に消費者教育に取り組んでいる。長浜

市でも年間 25 回の出前講座や、寸劇や紙芝居等での啓発、駅前やスーパー等での啓発物品

の配付など、様々な取組を行ってきている。 
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これだけ啓発してもなお高齢者被害が増加している。こういう現実を重視し、抜本的にア

イデアを出していく必要があるのではないか。特に高齢者は孤立化していく。こういう高齢

者、孤立化した人への対応は、地域の見守り助け合いといった地域ぐるみでの活動のかたち

をしっかりと打ち立て、取り組んでいく必要がある。 
 小中学生の被害も多いので、滋賀大学で取り組んでいただくのはいいと思う。教育委員会

でも取り組んでいて、インターネットの危険性や適正な使用方法については、子どものころ

からしっかりと繰り返して学校教育現場の中で対応していくことが必要だと思う。 
○会長：高齢者については様々な取組がなされているが、なお被害が増加している。やはり高

齢者に的を絞った、確固としたシステムを打ち立てていく必要がある。今までのシステムに

とらわれるのではなく、新しい、社会情勢に応じた、特に地域ぐるみで高齢者を守ることに

加えて、高齢者の中からも人材を育成していくようなシステムを新たに考案して打ち立てて

いくということができればいい。 
消費者教育は、市町で非常に積極的に行われているところが多い。ただ相談員からは、人

数が限られている中で相談業務をしている上に、さらに消費者教育という仕事が積まれると

オーバーワークで耐えられないという話を聞く。市町の場合、人・モノ・カネがかなり限定

されている中で、今後どのようにシステムをつくっていくのかは工夫が必要。 
○委員：これというウルトラＣはないと思う。今あるあらゆる手法を総動員して、相当丁寧に

粘り強く、継続的に取り組んでいくことが大事。これをやったら全てのトラブルが止まる、

という単純な時代ではない。 
○会長：ある県の市町村職員研修をここ 15 年やっているが、とにかく、人・モノ・カネがど

んどん削られていくという状況で、どこの市町もかなり大変な状態だと思う。その対応の一

つが、他の団体との連携。例えば、地域の見守り人材を育てる場合に消費者団体に関与して

もらう等、うまく連携を取ることで、様々なところから様々なかたちのサポートが受けられ

る、ということが必要だと思う。 
 先ほど、インデックスをつくる必要がある、とご指摘いただいたが、そのインデックスに

関連して一言。京都では消費者教育に関連して、関係団体がそれぞれ登録して、具体的にこ

のような内容であればこういう中身で提供する、というデータベースを作っている。先ほど

ご指摘いただいたインデックスとは、具体的にはどういうことをお考えか。 
○委員：何かを知りたいと思った時に、どこを見たら分かるかということ。消費者教育イメー

ジマップ等も、現物が見たいと思ったらどこを見ればいいのか、すぐに分かるようなものが

あればいい。 
○会長：京都が作っているような、提供できる消費者教育の中身に限らないということか。 
○委員：そう。できたら、そこに焦点を合わせながら、それをシャフト（軸）にしてやってい

ただけたらいい。今日の資料も内容は豊富だが、あちこちひっくり返さないといけない。全

体の目次でもあったら、非常に楽。そういうこと。 
○会長：そろそろ時間となった。今日、様々な意見をいただいたが、今日が最後で結論を出す

わけではない。今日諮問があり、今後５月、８月に開催し、最終的に 10 月に答申案のおお

よその骨子をこの審議会でまとめて、11 月に答申となる。そして、県民の意見を反映する
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ためのパブコメを経て、最終的に２月に計画案がほぼ確定するという流れ。ただ 10 月、11
月をめどに、基本的なところはまとめなければならないので、皆さんには、今日の議論を元

にして、５月あるいは８月の審議会に、さらにご意見、ご提案を出していただければと考え

ている。最後にご意見があればいかがか。 
○委員：高齢者の孤独という話があったが、孤独な人は、周りとコミュニケーションを取って

いない人が多い。テレビで見たのだが、携帯電話で登録している人以外から電話がかかって

きたときに、携帯電話から「これからそのお話の内容を録音します」という音声が流れる。

詐欺をしている人は録音されると困るので、一歩手前の防衛につながる。そういう仕組みも

必要かと思う。 
○会長：今日は人的なシステムだけに話が集中したが、確かに、携帯電話利用の際の安全性を

高めるようなハードウエアやソフトウエアの開発、普及も大事で、そのとおりだと思う。今

回の答申では、そのような機器、ソフトウエアもどんどん紹介し、広めていくという制度も

あっていいかもしれない。 
 

３．閉会 

 
〔１２時００分終了〕 


