
1

第４７回滋賀県消費生活審議会結果概要

日 時：平成２３年８月３１日（水） １０：００～１２：００

場 所：滋賀県庁 大津合同庁舎 ７－Ａ会議室

出席委員：苗村委員、大原委員、佐藤委員、馬殿委員、伊吹委員、竹中委員、

遠藤委員、中谷委員、見上委員、川濱委員、髙嶌委員、森野委員

宮田委員、伊藤委員

議題１「平成２２年度消費者基本計画実施状況」について

（事務局説明）

○会長 例年と比べて今年の特徴はあるのか。

○事務局 食の安全・安心に関する部分については、条例施行と併せて施策を推進した。

また、消費者への情報提供等については、消費者行政活性化基金を活用して

講座の開催や啓発について力を入れた。

テレビ、ラジオ等を使った啓発や、３つの講座で「消費生活問題への関心を

高める」「有資格者を育成する」という取り組みを進めた。

○委員 健康福祉サービス評価システムの推進についてお尋ねしたい。

○事務局 健康福祉サービスを行う事業者が、チェック表に基づいてサービスができて

いるかどうか評価をする「自己評価」については、ほとんどの機関で実施さ

れているときいている。

一方、第三者評価の受審とは、施設が、県の認証を受けた３法人の審査を受

審しその結果を公表していくというシステムであるが、経費も必要なことか

ら積極的に受審がなされていない。そのため県が受審を推進している状況。

○会長 「こだわり滋賀ネットワーク」の運営とあるが、これは何か。

○事務局 自然環境、琵琶湖と共存した滋賀のいろいろな食の在り方について、会員が

集い、共に考え行動することによって、県民の食の安心感の醸成、地産地消

の農業振興に関することを寄与することを目的として実施している。平成

12 年度に設立されている。

生産者、消費者、企業、団体、行政など、２千を超える会員に参加していた

だいており、滋賀県の農業と食について、さまざまなかたちで携わっていた
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だいているというところ。

○委員 農業に携わっておられる方が、このようなネットワークをつくっていくとい

うことは県の農業の振興には役に立つと思うが、個別の会員に関しては、具

体的にどういうふうなメリットがある制度なのか。人的なネットワークをつ

くっていくという点か。

○会長 生産者側のネットワークなのか、生産者も消費者も一緒になったネットワー

クなのか。各会員のメリットは、その立場によってメリット、デメリットが

違うのではないか。どのような組織で、何をやっているのか。

○事務局 実施しているところが、生産者側になる。生産者と消費者とを結びたいと交

流するネットワークである。消費者に、農業への理解を促進するための取り

組みや情報発信をしていると考えている。

環境こだわり農業をできるだけ知っていただき、それが消費につながるよう

にという、生産者と消費者の交流、出会いの場だと思っている。

○委員 消費生活講座は、受講者が消費生活アドバイザーなどの資格取得を目指す講

座ということだが、何人ぐらいが取得されたのか、また、ご活躍、活動内容

を説明願いたい。

○事務局 立命館大学で実施した消費生活講座ｉｎＢＫＣでは、消費生活アドバイザー

資格取得を目標とした専門的な講座を開催した。昨年度は 107 名の受講申し

込みがあり、８名が合格した。内訳は学生が１名、社会人が７名。

消費生活センターで実施した消費生活講座では、消費生活専門相談員資格取

得を目標としたカリキュラムとした。こちらは３名合格し、うち１名は、本

年４月より県消費生活センターで相談員として活躍されている。

○事務局 消費生活講座のｉｎＢＫＣに関しては、学生と社会人、ともに受講できるよ

う配慮をしている。企業でも、消費者目線で対応していくためには消費生活

アドバイザーとしての知識が必要だということで、そのための受講も多かっ

たと聞いている。

○会長 消火器販売業者に対する業務停止命令について、これは、平成 22 年の 11 月

の事業者と 23 年１月の事業者、これは同じか。
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○事務局 事業者は別だが、23年１月19日に行政処分を行った事業者については、元々

は、最初に行政処分をした会社にいた従業員が、別の会社を興したという経

過になっている。

○会長 11 月は近畿一円での処分だが、1月は和歌山と滋賀だけの処分なのはどうし

てか。

○事務局 消費者から相談を受けての行政処分なので、相談があった２県で連携して処

分を実施した。

○会長 消火器の訪問販売業者は、よく言われているわりには、処分が少ないのでは

という印象。この程度の数で済んでいるのはなぜか疑問になる。

○事務局 テレビ等でもこの消火器販売の件は報道されていた。社会的な問題にはなっ

ていたと思う。

○会長 貸金業の指導監督の立ち入り検査、現地確認等とあるが、これは県内の貸

金業を、ほぼ網羅しているという理解でよいか。

○事務局 検査に入っているのは全て県内の業者。貸金業をやめても、返済を受けてい

る業者もあり、その間業務が続いている。そのような業者も含めて調査に入

っている。

○会長 立ち入り検査は県民活動生活課課員が行うのか。

○事務局 所管している商工政策課課員が検査を行う。

○会長 検査の現場でのトラブルなどはないのか。

○事務局 いまのところ、それは聞いていない。警察ＯＢ等も職員として同行している。

○会長 行政評価をするわけではないが、実施状況を把握することで、消費者行政の

進捗状況について感覚的に共有していきたい。

少なくとも、啓発活動などについては、昨年度に比べると回数はかなり頻繁

になっており参加者の数等も全体として増えていると見てとれる。

あえてお聞きするが、どこが、なお不十分だというふうにお考えになってい
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るのか。一応やるべきことはやっているというふうにお考えなのか。

○事務局 新しい計画を策定する際、課題等もいろいろ整理をさせていただいた。

相談体制の充実強化については、市町の方でもご尽力され、体制を整備して

いただいている。

ただ、啓発については、どこまでやっても十分ということはないと考えてい

る。特に、高齢者や若者への情報伝達については課題があるので、この点に

ついては今後も重点的な対応をしていかなければならないと考えている。

○委員 環境こだわり農産物の認証制度について、22 年度は 40 品目の認証ができ、

作付面積についても増えているようだが、量販店などでは、環境こだわり農

産物がなかなか消費者の目につきにくいと感じる。消費者がより買いやすく

なるよう、指導などはしているのか。

○事務局 事業者も巻き込んでの工夫をということで、担当課に意見として伝えさせて

いただく。

○委員 この実施状況の報告について、ここの委員会での報告以外に、どちらかで報

告はされているのか。

○事務局 実施状況については、審議会で評価いただくとともに、その後ホームページ

に掲載することで、県民の皆さんに公開している。

○会長 議会では、この消費者基本計画実施状況について話題になるような機会はな

いのか。

○事務局 計画策定の際は、議会常任委員会で報告をさせていただいている。

６月議会では、消費者行政について質問があった。東日本大震災後、県内で

も一部商品で不足が起こったが、どのように対応したかという質問。併せて、

消費生活センターの役割、開催している講座について質問があった。

○事務局 消費生活行政のどこに課題があるのかというと、結果として表面に出ている

のはトラブルの多い高齢者等の問題である。

○委員 消費者施策については、国の政策自体がまだしっかり定まらないところがあ

る。むしろ地方主導で、いろいろ新しい試みをしていただければありがたい。
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もちろんアイデアは、われわれの方が出す必要もあると思う。

○会長 国が、国民に対して同じような均質な行政ができるかというと、そんなこと

をやる力も、それだけの補足力もない。

地方自治体が、住民に対してきめの細かいことをやる方が容易であり、新し

い試みを、それを先導性と、試行性とかというかたちで、思い切ってやった

方がいいという議論がある。

そういった意味では、委員のご発言にもあったが、課題は何かということを

つかんで、やれることはどんどんやればいいのではないか。

○委員 京都では安心チームをつくって、消費生活相談で挙がってきた事例で消費者

契約法違反、あるいは景表法違反があれば、ＮＰＯで差し止め訴訟をしたり、

警察と連携して摘発したりしている。かなり効果は上がっているので、この

ような事例も参考にしていただきたい。

地産地消の推進というのは、滋賀県の取り組みとして非常に素晴らしいと思

うが、この枠組みを前提として、特に今年出てくるであろう問題を、どうい

うふうに考えているかを聞いておきたい。

微妙な問題を含むが、国が食品の放射性物質の暫定基準値として一応 500Ｂ

ｑ/㎏というのを挙げている。この 500Ｂｑ/㎏自体が妥当かどうかというの

は、これもかなり議論があるので、その中には踏み込まないにしても、少な

くとも暫定基準値を確実に守れるような仕組みというのは、本来は国がやる

べきことだろうと思うが、県で監視あるいは検査、業者に対する指導につい

て、今考えていることがあれば聞きたい。

○事務局 放射性物質の関係では、県内産のコメと牛肉について、県で調査を実施し、

数値的にも大丈夫だということを県民の皆さんに広く周知をした。県民の不

安感を取り除くため、また、生産者も安心して出荷できるようにという両面

から調査を実施した。

○事務局 放射線量の定点調査を月に１回実施しており、震災以降もその数値に大きな

変化がないことから、県産農作物に影響はないとされている。また、牛につ

いては、3月 11 日以降、東北等 17都道府県から稲わら等を購入した実績の

ある農家はいないということは判明している。ただし、17 都道府県から移

動してきた子牛がいるため、それについては追跡調査中。9月 1日から、畜

産農家に対する全戸調査が始まり、機器の整備が整えば 11 月を目途に全頭

検査を始める予定になっている。
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○委員 地産地消を推進する観点からすると、滋賀県のものは特に問題はないと思う。

ただ、加工品になってくると、結局どんなものかわからないという問題があ

り、潜在的な消費者の不安はかなり高まっていると思う。加工品も含め今後

具体的にどういうふうにリサーチしていくのかということを、ご検討いただ

きたい。

国も含めてどこでも試行錯誤しているところであり、すぐにいい案も出てこ

ないとは思うが、問題点があるということを、共通の認識として持っておい

た方がいいのではないかと思う。

○事務局 食の関係は消費者の関心が高く、震災後の相談の中でも、そういったことに

ついて問い合わせ等があったというのは聞いている。

○委員 ＮＰＯでも、安全性についての話はするけれども、一方において、生産者に

も風評被害など、さまざまな経済的不利益が及ぶというようなところがあり、

かなり微妙な問題として生協などでもなかなか正面から扱えないところが

あるようだ。

○委員 風評という言葉自体が、まだあまり意味が明確にならないので何とも言えな

いが、少なくとも暫定基準値だけは最低限確保できないと話にならない。国

がきちんとできないことを、地方がどこまで先進的にできるかという課題が、

ここでもあるのだろうと思う。

○会長 震災と原発に絡んだ話になると、従来と違ったやり方を、それぞれかなり苦

労して編み出しているというか、そういうことをやらざるを得ない局面に追

い込まれていると思う。それを含めて課題として覚えておいていただきたい。

議題２「滋賀県消費者基本計画改定に係る県民政策コメントの結果について」

（事務局説明）

○会長 ３月の審議会で基本計画案をほぼ確定した上で、震災等の内容に関して、若

干付加した。その、計画案をいわゆるパブコメにかけたところ、１件の意見

があったこと。併せて、23 年度から県内市町すべてに窓口が設置されたと

いう報告である。

意見等は特にないようなので、次の議題の説明をお願いする。
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議題３「平成２２年度消費生活相談状況について」

（事務局説明）

○委員 ネットいじめや、ネット上の誹謗中傷のことで講演に行っても、インターネッ

ト上の架空請求について質問をいただくことが非常に多い。

一番多いのは、「どこに相談したらいいのですか」という質問。滋賀県消費生

活センターを紹介している。

大学生からも、同様の相談をよく受けるが、２年前と比べて、去年は相談が急

増している。その理由は、以前は請求のメールがきたり、電話があったりで終

わっていたが、この頃は携帯電話の画面とかパソコンの画面に、「あなたの会

費の未払いが何万円ありますよ」とか「アダルトサイトを使ったのに、使用料

を払わないのは何事か」といった表示が、パソコンを起動するたびに画面に出

て来たり、携帯の画面から消えない。

こういう相談があったときに、センターとしてはどういうふうにご助言されて

対応をされているのか。それと、業者が悪質なので、何とか業者を法律で罰し

たり、行政指導をしたり、そういう方法はないのだろうかといつも思うが、い

かがか。

○事務局 請求画面が消えない状態に至った経過をお尋ねする。本人がその情報サイト

を見たいと思って入っていったのか、それとも別のところを見ていたのに誘

導されてそうなったのか、料金がかかると認識してそのサイトにはいったか、

規約があったかどうか、有料の表示があったかどうか、そういうことを聞か

せていただいて、本人が契約の意志を持っていなかったのなら、絶対にこち

らからは連絡をしないよう伝えている。

よくある例として、「登録料いくら払ってください」の表示とともに、「退

会したい方はこちらへ」という表示が出る。そこに書かれている電話番号に

電話などをすると、こちらの個人情報を収集されてしまい、しつこく請求を

受けることもある。

業者の方も手間が混んできて、携帯の登録番号やＩＰアドレスの番号を表示

するなど、いかにも個人情報がわかっているので、払わなかったら取り立て

に行くとか、裁判にするとか、そういう脅し文句を使って請求する事業者も

いる。

消費生活センターでは「こちらから連絡をしない」ということを相談者に伝

え、同様の注意を広報誌に掲載するなど、様々な機会にＰＲさせていただい

ている。相談件数も多いが、実際には自分で処理している方もおられるので、

このようなインターネット上の架空請求は、その何倍もあると思う。
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まだまだ、対処法をご存じない方がおられるということなので、今後とも、

啓発をしていきたい。

業者の指導については、東京で警察が初めて、同様の行為をした業者を逮捕

している。このように取り組みは進んでいると思っているが、なかなか法的

な規制も進まず、まだまだというところである。

○委員 ますます増えていくというのと、氷山の一角だということがよくわかった。

私が受けた相談で、「ゲームのサイトから誘導されて会費を請求された子ど

もさんが、母親に見せたら携帯電話を取り上げられる。それが嫌だから、母

親の財布から１万円をそっと抜いて、コンビニのＡＴＭで払った」という例

があった。１回払うと、自分の個人情報を教えているから、どんどん請求が

増えて、どうしようもなくなったというのが多い。

これから、ますます深刻になっていくと思われるので、行政指導とか法律で

取り締まる方法はないのかと思う。

○委員 これは、滋賀県だけの問題ではない。国は消費者庁をつくっても、そういっ

た本来やるべきことをやっていないのだから、不満のある地方公共団体等々

から、「問題があるから何とかせよ」とたきつけないと、いつまでたっても

動かないのではないかと思う。

○会長 地方レベルで解決できる話ではない。

○委員 勝手に画面に表示するのも明らかに違法。お金を取ってさっと逃げるゲリラ

タイプなので、一番難しい。基本的には、刑事罰を科して、できるだけ逃げ

得を許さないというふうにするしかない。

また、業者が賢いのは、方策を取って発覚を遅らせる。例えば、アダルトサ

イトの宣伝がパソコンを起動する度に画面に出てきたら、できるだけ家族に

は見られたくないし、職場のパソコンだと職場の人には見られたくない。だ

から、何とか自分で解決しようと思う。でも、結局どうにもならないから、

表示されている電話番号にかけて、「お金を払って何とかしてもらおう」と

いうように誘導されてしまう。いろんな意味で巧妙な手口なので、刑罰をか

なりしっかりしてもらうというしかない。

○委員 刑罰というより、「こういう手口の被害がある。」そういったことの啓発し

かない。子どもを持つ保護者に、そういう手口があることを徹底的に広報し

ていく必要がある。
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○委員 画面の表示の段階で、それが規制の対象になるということを、確固たるもの

にしておいてもらう必要がある。

○委員 もう一つは、加害者から金を回収しないといけない。刑事罰といっても、こ

れらの犯罪者にとって微々たるダメージでしかない。ある程度の仕組みをつ

くる必要がある。行政で金を取る仕組みというのは嫌がるものだ。

○委員 消費者団体から消費者を代表して、損害賠償請求をするという法案が、ほぼ

成立しかかっている。おそらく来年には消費者団体が消費者に代わって、こ

ういう悪質業者に対して損害賠償請求ができるはず。違法性が明確になった

ら、まとめて消費者の被害を回収するという損害賠償制度は、ほぼ実現しか

かっている。

○委員 消費者団体訴訟に期待されているが、私が知る限りでは、アメリカでもあま

り消費者被害には役に立たなくて、結局行政を使った代行訴訟や課徴金によ

る消費者救済等々の方が、圧倒的に使いやすい。

違反行為に対する利得の剥奪、そういったことを彼らはものすごく嫌う。悪

質業者に嫌なことをしない限り、いつまでたっても救済できない。

○会長 このような話を、都道府県の各連絡の中で、消費者庁、国に対して働きかけ

る機会はあるのか。

○事務局 ブロック会議等もあるので、そのような機会に。

○会長 全体にまとまって意見を出すのはどうか。少額な請求は無視すればいい。た

だ、画面が消えないというのが一番厄介で、これは、違法であるということ

の一般的な確認があった方がいい。これができれば、後は対応がしやすいと

思うが。

○委員 実際あったことだが、悪徳業者の中には、少額債務不履行で簡易裁判所に訴

える業者がいる。簡易裁判所から少額債務不履行で内容証明付きの郵便がき

たのだが、簡易裁判所に異議申し立てせず何日間か放置しておくと、本当に

その債務が発生するという。「無視して」と言われて、そのまま放置したら、

それは本当に債務になるのか。
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○事務局 確定してしまうので債務になる。裁判所からの通知に関しては、放置しては

いけない。

○事務局 法律で権利金の発生するもの、地方行政の側からは、これはなかなか条例で

やるというのは難しい。国が法律でしっかりと枠組みをしてもらう、それに

ついては、こういう法制が必要ということを、積極的に訴えていく必要があ

る。たちまちできることは、今日明日被害に遭わないように、消費者の人に

正しい情報を伝えること。また、相談がきたら的確に、こう回避しなさいと

いうことをアドバイスすること。日々それを積み上げていくしかないのかな

というのが、正直なところ。確かに法律で規制されれば、それが何よりなの

で、そこは警察とも連携を取って、実際の法規制をアプローチしていく必要

がある。

○委員 市町の全ての窓口が整ったということだが、県として、これを踏まえて今年

度実際どういうふうな方向で取り組んでおられるとか、そういった点が何か

あったら教えていただきたい。

○事務局 例えば、契約関係の書類を見せていただくのでも、身近な窓口に持って行っ

ていただくのが、相談者の方にとっては便利がいい。どこの市町であっても

同じサービスや相談が受けられる。相談員の配置のない町においては、なか

なか専門的なところまでということであれば、県としてその支援に努めてい

きたいと考えている。

議題４「滋賀県県政世論調査結果について」

（事務局説明）

○会長 「県政世論調査」は、単純集計の結果であるで、分析というところまでは至っ

ていないが、それなりに興味深い数字が出ている。特に、市町に窓口ができて

よかったなという数字になっている。

特に意見がないようなので、これをもって第 47 回の消費生活委員審議会は終

了する。

（終了）


