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第 57 回滋賀県消費生活審議会会議録（概要） 

 

○開催日時・場所 

平成 28 年 11 月 21 日（月） 14:00 ～ 16:00 

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、礒田委員、市村委員、井上委員、岡委員、岡野委員、瀬領委員、西澤委

員、藤井委員、森田委員、吉田委員、和合委員（敬称略・五十音順） 

 

議題 

（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項の規定により、委員の互選によって、会長に

は東委員、副会長には瀬領委員が選出された。 
 
○会長 今期、会長を務めさせていただく。よろしくお願いしたい。 
 近年では、消費者市民社会をつくるために、消費者行政においてもトラブル防止だけで

はなく、環境や社会、人権といった、人に配慮した大きな方向性があり、世界的な潮流に

乗って持続可能な社会をつくるということになってきている。その中で、滋賀県には、琵

琶湖という、環境をずっと守り続けるきっかけとなった大変象徴的なものもあるので、ま

さに新しい時代の消費者政策、あるいは消費者教育を考えていく上で、皆さんのご協力を

得やすい環境があると思っている。 
 
（２）滋賀県の消費者行政について 

（３）平成 27 年度滋賀県消費者基本計画実施状況について 
 
○事務局から、資料１により滋賀県の消費者行政について、資料２により平成 27 年度滋賀

県消費者基本計画実施状況について説明 

 

○会長 ただいま議題２、滋賀県の消費者行政と、議題３、平成 27年度滋賀県消費者基本

計画実施状況について、続けて報告いただいた。 
 第２次の基本計画については、平成 23 年度から平成 27 年度が計画期間となっていて、

昨年度が計画の最終年であった。現在は、新しい第３次の基本計画に基づいている。今回

は、昨年度の点検・評価ということで、まずは、第２次の基本計画の概要の説明と、それ

に基づいてどのような事業が実施されたかということで、お話しいただいた。 
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 併せて、今年度以降のよりどころとなる第３次の計画についても、多面的にご報告いた

だいた。 
○委員 消費者教育というと、実際に消費生活相談窓口の相談員は、最初に消費者からの

相談を、じかにお聞きするので、消費者の方が安心して相談できる、相談してよかったと

思っていただけるというのが一番ではないかと思う。 
 それに併せて、消費者被害の未然防止について考えると、講座を開催して、皆さんに新

しい法律のことを紹介したり、各種詐欺に引っ掛からないようにすることは、やっていた

だきたいと思う。 
 出前講座に出掛けて行って、私が感じたことは、出前講座に来られる方はいつもいらっ

しゃるが、実際には講座に来られない方が困っておられるということをよくお聞きする。 
そのため、講座に来られた方には、帰られてから周りにおられる一人か二人に、講座で

聞いた内容を伝えてくださいというように話しているが、その辺のローラー作戦みたいな、

何かできるものがあるといいと思う。 
○会長 消費者行政において、問題の早期対応という意味では、相談業務が非常に重要だ

が、それ以前の未然防止という視点で、啓発と教育が重要という話を頂いた。 
 出前講座に来られる方はいつも一緒で、リピーターの方はどんどん詳しくなり、なかな

かそれ以外の方に届かないということがあるが、事務局の方で、例えば昨年度開催した講

座等で、リピーター率を調べたりしているのか。 
○事務局 リピーター率は調べていないが、同じ方がより詳しくなっておられるというこ

とは、聞いている。 
 講座等に来られない方に情報をいかに届けるかということで、例えば、今年度、生活協

同組合コープしが が夕食サポート事業をされており、夕食のお弁当を高齢者などに届けら

れる時に、消費生活の情報を一緒に届けていただくということで、間もなく協定を結ばせ

ていただくこととしている。 
 情報の届きにくい方に、何とか届けていきたいと、知恵を絞っているところ。 
○会長 夕食サポート事業について、生協さんの方で、何か、いまの補足はあるか。例え

ば、お弁当を届ける高齢者の方に情報を届けると、これまでに比べて、かなり情報が広が

っていく可能性があるということでしょうか。 
○委員 夕食サポート事業をご利用になられる方というのが、高齢世帯であったり、子育

て世代も若干いらっしゃる。 
 社会とつながりのある方は、消費者被害に遭われる可能性、被害に遭われることが圧倒

的に少ないかと思うが、社会とつながるところを持っていない方に、いかに情報を届ける

かということで、何とかいい成果が挙がればと思っている。 
 ただ、どうしても消費者教育といっても、消費者被害に遭わないためにというところの

施策はとても充実しているというか、そこにばかり目が行きがちで、持続可能な消費者市

民社会をつくるというところの学習は、なかなか進まないという実感はある。 
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○会長 まずは情報の届かない方に届けていくということで言うと、おそらく今ここにお

られる委員の方々は、必ずしも消費者行政と直結していない活動もたくさんされておられ

ると思う。そういうところで連携を持たせて、通常では消費者教育の出前講座には行かな

いような人たちをキャッチするというのも、これからの課題と思う。 
 また、どうしても被害防止が中心になってしまうが、すぐに対応しなければならないこ

となので、これはこれで非常に重要である。ただ、消費者庁の推進会議などでも、いま「消

費者市民社会は消費者市民社会」、「被害防止は被害防止」みたいに分かれているのを、「被

害防止も消費者市民社会をつくるための一つの要素」なのだというかたちで、それを連携

させていくような動きもあるので、一層広いかたちで行政や教育が進むといいと思ってい

る。 
 弁護士会も、昨年度いろいろな事業を県とご一緒していただいているようだが。 
○委員 出前講座を県と連携してさせていただいている。主に対象としているのは、高校

生で、大学も一部行かせていただいた。講座に行かれた方の話を聞いていると、感覚的に

は、高校生の方がわりと熱心に聞いている。やはり携帯を持ち始めた世代であり、被害に

ついても非常に敏感になっているという印象はある。 
 反面、大学生は、私が講座に行って感じたことだが、４月に入ったばかりだったので、

大学生になり独り暮らしなどで、やはり気持ち的に浮かれてしまうところがあって、ふん

ふんと聞きながら、分かったような、分かっていないようなところがあった。 
 これは、４月の感想であって、今後、タイミングをずらして、かつ、一般社会人とは違

い、大学生は必ず単位として聞かなければいけない場にいるので、そういう中で、積極的

に回数を重ねていってもいいのではないかと思っている。今後とも県と連携し、協力させ

ていただければと思っている。 
 
（４）平成 27 年度消費生活相談状況について 

 
○事務局から、資料３により平成 27 年度の消費生活相談について説明 

 
○会長 相談件数については、ここ何年かは横ばい、という状況にある。内容的な特徴と

しては、説明いただいたとおり、アダルト情報サイト、65 歳以上の相談、若者のマルチ取

引、インターネット通信サービス、それから、通販の定期購入とかマイナンバー、この辺

りは、おそらく全国的にもほぼ同じような被害が多く報告されていると思う。 
○委員 若年層のマルチ取引について、これは大学生の間で行われているのかという点と、

大学生とは限らず、社会人との間でも 20 歳代が多いのかという点が気になる。 
 マルチ取引ではバックマージンが目的で、それにつられて契約をすると思うのだが、今

回の主な商品やサービスというと、健康食品や、内職、副業であったり、20 歳代がさほど

興味を持つ分野とは思えない。しかし、そうやってうまく引っ掛かってしまうという実態
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があるようなので、実態的には、どういう状況で引っ掛かっているのかを教えていただき

たい。 
○事務局 大学生もあるが、20 歳代後半で就職をしていない若者が、就職をあっせんする

というようなかたちで勧誘を受ける事例が最近増えている。 
 学生さんも、就活という言葉を持ち出されると、とても弱いところがあるのだと思う。

○委員 実際にそういう弱みを握られてしまって、マルチ取引にたどり着いてしまってい

ることが多いのか。自らお金が欲しくて、バックマージンが欲しくて積極的に引っ掛かっ

てやってしまうというよりも、就活のあっせんをプラスされてしまうので、やむを得ず契

約してしまったというケースが大多数ということですね。 
○事務局 そうです。あと、健康食品に至っては、自分も会員になれば安く購入できると

いうところがあって、なおかつ、一人が購入をすれば、そのお金が入ってくるという、二

重のメリットがあるということで取引に入ったという若者もいる。 
○会長 本人も使うし、サイドビジネス的に展開されるものも多いと聞いている。 
 今、成年年齢の引き下げの問題等も併せて、マルチ商法への関与は若い人が非常に多い

ので、未成年取り消しができなくなってくるということで、一番注目されているところで

ある。内閣府の消費者委員会なども、この成年年齢の引き下げに伴って、こういった問題

についていろいろな所から意見集約しているようである。 
○委員 高齢者についての質問であるが、高齢者の方は、いったいどういうきっかけで相

談に来られるのか。家族の方が来られるとか、問題が発覚して、本人が不安になったり、

いろいろプロセスはあると思うけれども、相談はどういうかたちでされる場合が多いのか。 
 気に掛かるのは、高齢者は社会的接触がないと、自分が被害に遭っていることを、よほ

ど金額が大きくならないと分からないこと。 
○事務局 独り暮らしの高齢者の方は、近くにお子さんがおられるという中で、たまたま

実家に帰ったら、何となく自分の親の様子がおかしい、例えばリフォームなどの高額な契

約をしているような状況が分かって、お子さんから相談につながることもある。たいてい

は家族からの相談であり、夫の様子が変、妻の様子が変、何か分からないけれど、通信販

売で何かを買わされているというようなことをキャッチして、相談になるというようなケ

ースが多いと思う。 
○委員 比率的には本人、家族、どちらが多いか。 
○事務局 本人の方が多いと思う。 
○委員 そういう意味では、本人に、どういうふうに認識してもらうのかというのが、お

そらく課題だろうということか。 
○事務局 そうです。 
○委員 見守りの話はずっと出ているが、ここでは高齢者の団体との連携という話が出て

いた。システム的に組織として予防もするし、かつ、早く見つけるということができない

かと思う。それを考えたときに、相談のきっかけがどこにあるのか。そこをつかんで、そ
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れを促進するようなことができないかと思う。 
 高齢者と子どもは、常にターゲットになるので、ちょっと特殊なシステムをつくってあ

げないといけない。その点を考えて、平成 27 年度のところでは特にあまり言及がなかった

けれども、少し個別分散的なものよりも、何か組織的に対応できたらいいと考えたので、

質問をさせていただいた。 
○事務局 今年度も計画しているところだが、見守りの講座を開催する。地域の方が、ま

ず気付いていただきたい。最近では、家族が遠くにいるときは、近くにいる自治会の役員

さんや、民生委員の方であったり、そういった隣近所の意識の高い方に何とか高齢者の実

情を知っていただき、もしおかしいことがあれば相談窓口につなげていただきたいという

思いで、講座を開催している。こういったことが広がっていけばいいと思っている。 
○委員 第３次の計画の一つのポイントになっているので、そもそもどういうきっかけで

相談に来られたのかというところから深めていって、何かきっかけがあるのかというとこ

ろを考える必要がある。 
○事務局 もう１点、相談の 110 番というのを開設する予定である。お正月には家族の方

が出会われる機会が多く、お子さんからの気付きというのがあるので、お正月に出会われ

て、何となく自分の両親がおかしいと思ったときは、その後、110 番につながるようにとい

うことで、１月の中頃くらいから、今回は通信販売に関する相談を集中的に受けようとい

うことで、広報していきたいと考えている。 
○会長 この辺りは、本当に今期、より一層充実させていかなければいけないところで、

見守りも始めてから結構長いので、できるだけ効果的、効率的な方法を常に探していかな

ければいけないと思っている。 
 
（５）滋賀県における体系的な消費者教育の進め方について 

 
○事務局から、資料４により滋賀県における体系的な消費者教育の進め方について説明 
 
○会長 消費者教育は学校、地域、家庭、職域というそれぞれの場で実施される。年齢で

区切ることもあるが、そういう場によって区切ったりすることもある。 
 事業者さんに関連しては、最近の、消費者庁の動きとしては、消費者志向経営というこ

とで、これまでは倫理的消費といって、消費者が社会に優しいものを買いましょうという、

消費者側のところを強化してきていたが、それに並行して、事業者さんの方に消費者志向

経営をしていただきましょうということに力を入れている。消費者の倫理的消費、事業者

の消費者志向経営については、今年、報告書が出ている。 
 事業者さんの方は、例えば、消費者の視点に立って消費者の権利や利益の確保を図るよ

うなことを経営の理念の中心に置いてほしいということ、もちろん利潤を上げていかなけ

ればやっていけないが、健全な市場を前提にしたときに、消費者の安全とか取引の公正性
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とか、そういうところを重視しながら、消費者の信頼を得るような経営をしてくださいと

いうこと。 
 それから、消費者市民社会にも関わってくるが、持続可能な社会の実現に向けて、事業

者さん自らの社会的責任、ＣＳＲということもずいぶん長く取り組んでおられると思う。

その辺りと関わって、社会的な責任を自覚しながら事業活動をしていただくという、消費

者志向経営が、去年くらいからいろいろな所で言われているので、おそらくこれから事業

者さんにご協力いただけないかとかいうところも出てくると思っている。 
○委員 日本チェーンストア協会においても、当然ながら利潤というのはあるが、まずは

お客さまが一番メインになっていくと思う。 
 ただ、先ほどの資料３、相談窓口の状況にもあったように、販売購入の形態別で見ると、

店舗よりも、特殊販売が半分以上を占めているので、店舗以外で問題が起こった場合、事

業者の実態までたどり着ける状態だったのか疑問である。 
 店舗を構えている事業者等に協力を求めるのは分かりやすいが、実際に事業者ではある

けれども、実態が少し分かりにくい事業者と連携するのは、実際には少ないと思うので、

この辺りをどう考えるのかと疑問に思う。 
 ただし、当協会もしくは通常の事業者に関しては、全面的に協力はさせていただきたい

と思う。消費者とも連携は図っていきたいと考えている。 
○会長 事業者さんを捉えるときに、二極化といったら言い過ぎだが、健全な経営をされ

ながら、ＣＳ（Customer's Satisfaction）顧客満足などを考えているような事業者さんに

は、消費者志向経営というのは非常に強く意識されている。 
 しかし、もう一方では、いわゆる取り締まりや、事業者指導を受けるような事業者もあ

る。取り締まりを受けるような事業者は実態が把握できなくて、問題が多い。さまざまな

経営の仕方をしている事業者があるので、そこをひとくくりにすること自体の難しさはあ

る。 
○委員 今の時代は、デフレが長く続き、商品を安く買うということに、お客さま、消費

者自身が慣れすぎておられるという感覚がある。そのため、いいものはやはり高いもので

あるということ。これから日本の文化を育てていくためには、いいものを食べたり、いい

ものを商品化したものを見て味わうとか、そういう感覚も消費者として覚えていって欲し

いと最近つくづく思う。 
 高額なものを食べて、いい格好をするわけではないが、おいしいものを食べるのも日本

の文化なので、そういうものに目を向けていただきたい。子どもの時からいいものを見せ

るのも、日本の文化を育てていくということ。これからの私たちの世代は、それを持って

いないと日本は負けてしまう。いつもそう思っている。 
○会長 とても大事なご指摘だと思う。 
 消費者市民社会の倫理的消費、エシカル消費、要するに環境や人権や人に配慮した消費

とか、消費を考えるときに、ずっとフェアトレードのことが出てきているが、その辺りか
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ら、やはり値段ではない、商品に必要な質を維持したり、価格ではない価値観が大事とい

うのは、最近出てきている。 
 今おっしゃったことに関連して言うと、「いいもの」とおっしゃったが、「本物」という

ことは結構出てきている。 
○委員 本物志向を教えていかないと駄目だと思う。 
○会長 本物志向というのは結構出ていて、例えば、滋賀県の特産物とか、あるいは伝統

とか、いろいろなものを大事にしながら本物を見極めて、持続可能な商品ができるような、

そういう消費者を育てるという視点も確かに大事だと思う。 
○委員 私どもは、小規模レベルの商売人の団体なので、商売をするに当たっては、お客

さまの信頼が第一になってくる。そのため、お客さんのためになるようなことを考えて、

それから、世間が活性化するようなことを考えて、最後に自分たちが潤うというような考

え方なので、近江商人の三方よしの理念に基づいてやっている。 
 あと、高齢化社会に向けては、地域密着型の商売をするからこそ、高齢者の見守りもで

きるのではないかと思っている。 
○委員 平成 27 年度の実施状況の３ページにある、モデル授業の実施という中で、小学校

の甲賀市立大原小学校さんで参加者が 16 名、もう一つ、中学校で参加者が 24 名で、これ

で実施をしたということに値するのかなという思いがある。もう少したくさんの方に実施

できるような環境づくり、せめて 200 人、300 人はしていただいてこそ、実施したというこ

とになるのではないかと思う。 

○事務局 学校の教員の方に、モデル授業を見ていただくという事業を実施しているが、

教員は本当にいろいろと忙しいという実情がある。いま消費者教育も徐々に広がっていっ

ている途上であり、何とかもう少し実施して当たり前となっていくように、事務局も努力

をしていきたいと思う。 
○会長 まずはモデル授業的に取っ掛かりをつけてということで、そこからということだ

が。確かに、これから力を入れていくということだろうが、もっと頑張っていただきたい

というところもある。 
○委員 消費者教育のイメージマップのところで、消費者市民社会の構築という項目があ

るが、先ほど説明していただいた消費者教育、この項目が市民社会なのですね。その項目

が少ないか、ないように思う。消費者教育というのは非常に難しいように思うが、これか

らどういうふうにされるのか。 
○事務局 消費者市民社会の構築というところで、まず、イメージマップの幼児期のとこ

ろ、例えば、「身の回りのものを大切にしよう」と書かれている。その部分に関しては、今

年度の幼児期のところで、「幼児期向け消費者教育教材紙芝居を作成」と書いているが、そ

の紙芝居の話の中に、「身の回りのものを大切にしよう」というメッセージを入れたり、教

材の中に、このイメージマップの内容をいくつか取り入れて進めている。 
○委員 自分が被害に遭わないとか、自分の利益になるという教育は、具体的で分かりや
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すいけれども、消費者市民社会の構築というイメージを、先ほど言われたエシカル消費と

か、そういうことに結び付くような教育は少し分かりにくい。 
 例えば、被害に遭わないだったら、遭わない指標というのは、消費者相談の件数が少な

くなるとかいう指標になるが、消費者市民社会の構築の教育ができているということが、

具体的にどういうアウトプットというか、結果をどのように推し量っていったらいいのか

が、まったくイメージが湧かない。 
 いろいろ工夫はあると思うが、そういうことがこれからも非常に重要になるとずっと思

っている。 
○事務局 消費者教育は、消費者被害をなくすため、今までであれば、被害があって、そ

れに対しての救済とかいう部分であったものが、悪質商法等の方法がどんどん変わってい

くので、どうしてもそれだと事後的なことになってしまう。 
 そのため、どんな方法が出てきてもそれに対応して、自分が正しい選択ができ、自分で

判断して、被害に遭わないように生きていける消費者を教育していくというようなイメー

ジだと思う。 
○委員 それだったら、ずっと追いかけっこで、エンドレスだと思う。いま目指しておら

れる消費者市民社会というのは、そこでもうひとつ市民が力を得て、消費者被害のない社

会をつくることを目指されるものだと思う。 
 ただ、それの方策というのが見えづらいと思っている。もし、そういうものがどこかに

掲載されているとか、あるとしたら、ぜひ教えていただきたい。 
○会長 いま非常に大事な意見が出た。消費者教育自体を評価することがそもそも難しい

というのは、前々から言われており、消費者市民社会の指標で、他に例があるものとして

は、例えば、環境に優しい行動をいくつか、具体的な行動を挙げて、それらを実践してい

る人の割合を定期的に取っていき推移を見るという事例がある。 
 せっかくなので、ここで滋賀県らしい、いい指標をつくって、確かにそういう人たちが

増えて、それがまた問題を減らすことにもつながっているのだということをちゃんと見え

る形にしていくことは大事だと思う。 
 今日は、最初に皆さんからの自己紹介等により、すでに今の活動や意見も含めて発言も

いただけたので、本当にいろいろ盛りだくさんの充実した内容であったと思う。 
 以上をもって、この議題を終了させていただきたい。また追加の意見等があれば事務局

へお届けいただきたい。では、事務局へお返しする。 
○事務局 どうもありがとうございました。 

（終了） 


