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第４９回滋賀県消費生活審議会結果概要

日時：平成２４年１０月１５日（月） １４：００～１６：００

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、松本委員、椋田委員、高木委員、安田委員、遠藤委員、

中谷委員、髙嶌委員、山本委員、瀬領委員、東委員

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項により、委員の互選によって会長

髙嶌委員、副会長森野委員が選出された。

議題２ 平成２３年度滋賀県消費者基本計画の実施状況について

（事務局説明）

○会長 滋賀県消費者基本計画は、条例に基づいて県の消費者政策を定める基本プラ

ンであるとご説明いただいた。この審議会には、基本計画の内容、実際に行

われた事業について確認、評価し、その結果を今後の施策に反映させるとい

う機能が求められていると思う。

様々な観点から「これはおかしいのではないか」というような思いも挙げて

いただくことが、この審議会に望まれることだと思うので、疑問点も含めて

ご意見があれば積極的にご発言出していただきたい。

○委員 消費者に関わるインターネット取引についてである。

大津のいじめ問題で、私の所属する団体の方がネットの誹謗中傷の被害に遭

われた。お金儲けのため、あのような記事を載せたと聞き、「インターネッ

トを使用すると、そんなお金儲けができるのか」と驚いた。

私たち高齢者は、そういうことは何も分からないし、なぜそうなったのかと

いうことも分からない。

○会長 今日では、個人が簡単にインターネットで様々な情報を発信することができ

る。個人が情報発信できることにはいい面もあるが、今回のように個人情報

の無制限な流出、名誉毀損、その他プライバシー侵害の問題も出て来ると行

政、警察も含めて、どのように対処するかという問題が出てくる。

○委員 インターネットの利用が公開されていく過程では、「ネチケット」という言

葉があった。エチケットとネットを引っ掛けた言葉で、もともとインターネ

ットは、利用者が適正に運営することを前提にして、相互信頼で形成されて
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いる。

その信頼を裏切るような逸脱行動は非常に許し難いものがあるが、それを追

及していくことは、公権力の規制がかかるような事態を招いて、結果として、

インターネット本来の目的から大きく歪められてしまうことも考えられる。

訴訟をやるということになれば、これは実務家の方に、新たに勉強していた

だくことが、多々あると思う。適切な案件を拾い上げて、そこで一定の司法

的な枠組みを構築することが大事だと思う。

○会長 個人情報や、名誉毀損、プライバシー侵害といったことが広められるという

のは、もちろん違法だが、一方、ネット上でいろんな表現が確保され議論の

場ができるということもある、そのバランスだろう。

自動車と同じで、適正に使ったら便利だけれども、事故を起こしてはいけな

い。だからきちんとルールや技術を学ぶ。インターネットについても同様に

きちんと教育するのだという観点で消費者教育の中にどのように取り入れ

ていくかとういうことを議論すべきである。

○委員 計画の実施状況についてお伺いしたい。消費者問題というのは、どこに重点

を置くべきというのを、あまり絞りすぎるとよくないところはあるが、５年

間での達成目標、それを踏まえた上で１年目の実績としては、どのように評

価できるのか、特に成果があったとか、どういうふうに修正をするとか、そ

ういう総合的な評価をすべきものはあるのか。

○事務局 滋賀県消費者基本計画は２３年度から２７年度までの計画であり、説明させ

ていただいた実施状況では、２３年度に実施した成果を報告させていただい

ている。具体的な数値も含め、その年に行った事業をまとめている。

こういったもので成果を確認していただき、例えばここが不足しているとい

う意見があれば、それも意識して次の施策に生かしていきたい。

○委員 計画には基本的方向の１から４までの四つの方向性と、それから九つの重点

施策があり、実施状況では項目ごとに２３年度の実績がまとめられているが、

ある程度時限付きで、「２３年度についてはここをやる」というような枠組

みになっているのか、それとも、全体の同じ項目について数字が挙がってい

くという見方なのかどちらか。

○委員 年次計画だが、全体があって、全ての項目について、各年についての検証を

していくということか。
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○事務局 第３章に掲げられている施策について、毎年これを実施し、その成果を確認

していただく。具体的に年度ごとの目標までは、定めていない。

○委員 最終的な目標はあるのかお尋ねしたい。

○事務局 分かりやすいようにと数値で示しているが、数値が上がったから、一般の県

民の方の認知度が上がったかというと、なかなかそうとも言えないところも

ある。取り組みを絶やすことなく、常に情報を発信し続けることが消費者行

政の基礎的な部分と考える。

○委員 市町村合併で、面積の広い自治体が特に湖北、湖西地方にできた。これまで

はすぐ近くに町役場があったのが、どこかに集中するかたちになった。この

状況変化の中で、「どこかが置き去りにされているような問題が発生してし

ないか」「そのような問題を把握する努力が行われているか」といったこと

を、計画を具体化していく中でくみ取っていかなければならない問題である

と考えるがどうか。

○事務局 そういった面では、市町の相談窓口の強化に取り組んでいる。相談件数も県

窓口よりも市町窓口の相談件数の方が、多くなってきている状況である。今

後は、県民に相談窓口を知っていただいて、身近な相談窓口で相談できるよ

うな体制づくりが重要だと思っている。

○会長 ご指摘いただいた、単年度ごとに総括していく中で最終的な目標はどうなの

かということだが、消費者行政に関しては、国が新しい制度を次から次と出

してきている中で、その動きに対応しなければならないという背景がある。

それを見越して５年先の数値というのは、なかなか難しいというところがあ

るのではないかと思う。

数値だけでは確かに少し分かりにくいところがある。むしろ、数値を客観化

する方法としては、他府県との似たような事業と比較してみるというような

かたちで数値を示していただくと、分かりやすくなるかもしれない。

○委員 計画期間の折り返しのところで、「ここまで来ている。あと、後半はこうだ。」

というかたちの、総括をまとめていただけるといい。

○会長 ルーティンの部分に加えて、大規模災害対応や消費者教育推進法への対応を
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プラスアルファの部分というのを報告書にしていただくと、分かりやすいの

ではないか。

議題３ 平成２３年度消費生活相談状況について

（事務局説明）

○会長 まず、消費生活センターの業務などについて、疑問点があれば出していただ

きたい。

○委員 長く相談員をしていた経験がある。その時、相談員に５年間で雇い止めとい

う制度が突然できたのだが、今はどうなっているのか。経験を積んで、相談

員としてこれからというときに５年で雇い止めでは、非常にもったいないと

思う。

市町に相談が多く寄せられているということだが、そのような流れではさら

に県の相談員には知識と経験が求められる。雇い止めが続いているのであれ

ば、止めていただきたいと思う。

消費者行政活性化基金終了後の対応についてもお尋ねしたい。

豊郷町、甲良町、多賀町には PIO-NET が配備されているようだが、相談員の

資格のない方がどのように利用されているのか、教えていただきたい。

土日相談は、非常に県民のために便利になっているとは思うが、相談件数は

何件ぐらいあるのかということも知りたい。

それから、相談の共同処理を甲賀市と長浜市でされているのは非常にいいこ

とだと思うが、私が相談員をしていたときには、県の条例で不当取引にあた

るものを相談カードに記入し県に報告していた記憶がある。県条例に違反し

ている事案について統計は出されていないのか知りたい。また、ここ５年で

審議会でのあっせんはあったのかお尋ねしたい。

○会長 まず、専任の相談員の確保の問題について。一方では、相談員には様々な研

修が必要ということで研修を充実されていながら、一方で５年の雇い止めと

いうことでは、整合性に欠けるのではないか。

〇事務局 相談員の任期が５年で切れるということについて、現状でも問題意識は持っ

ているが状況は変わっていない。

国でも、相談員の身分の在り方について検討されており、国としての見解も

出ると思う。消費者庁からは、総務省と連名で、雇い止めの見直しについて

検討を要請する文書が出されている。
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このことは、県全体の非常勤嘱託をどうするかということも関係することか

ら、人事課と協議中である。少しでも県の相談体制が充実するようなかたち

で解決を図りたいと考えているところであり、引き続き検討させていただき

たい。

○委員 任期制の職員の方の問題について提案したい。長期に渡って実績のある経験

者の方については、例えば任期が過ぎた後も、何らかのかたちで県との関係

を持っておき、地域の相談業務について人材として活用する道を模索できな

いか。その方が、人材の効率的な活用という点では優れていると思う。

大学でも雇い止めは大きな問題で悩んでいるところだが、県であればそのよ

うな活用もできるのではないか。

○事務局 町の相談窓口では、専門の相談員ではなく行政職員が対応している状況があ

る。そのような地域で採用いただけるとありがたいが、町財政の問題もある。

課題はあるが、人材の活用について検討していきたい。

地方消費者行政活性化基金については今年度で終了することから、これまで

のように手厚い事業はできなくなる。来年度どの程度の事業ができるかは、

国の予算の関係もあり明言はできないが、消費者庁としてもここですべての

支援をやめてしまうようなことでは、これまで積み上げてきたものが活かし

きれないということから、何らかの対策を検討されているようだ。今後の国

の状況を見て対応していきたい。

○事務局 町相談窓口での PIO-NET 活用状況については、配置をしてまだ日が浅く、町

の担当職員が複数の事務を兼務されているということもある。まず、町窓口

を支援する巡回相談の機会に、どのような相談が町民から寄せられているの

か PIO-NET を活用して情報を見てもらっている。

次のステップとして、町窓口で相談を受け、それを PIO-NET に入力するとい

うことになるが、そこの部分についてはまだできていないところもあり引き

続き支援していきたい。

○委員 巡回相談は、どのぐらい行っておられるのか。

○事務局 毎月、２カ月に１回、３カ月 1回など町によって様々である。巡回相談を受

け入れる担当職員が、消費生活相談専任の職員ということではない上に、非

常に多くの業務を抱えておられることもある。
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○委員 相談員は２０日間の勤務ときいている。相談件数を人数で割り戻すと一人あ

たり１カ月で３０件程度になる。私が現役のころは、一人で１日に１０件ぐ

らい処理していた。一つの相談を丁寧に処理していただいているということ

はうれしく思うが、どうしてこのように減少するに至ったのか。

○事務局 平成１６年度をピークとして相談件数は、急激に減少している。この減少理

由の主なものは、いわゆるハガキなどによる架空請求についての相談が減少

したということがある。また、多重債務の相談が平成１９年度に比べると半

減している。

架空請求と多重債務を除いて、１６年度と比較すると、実は相談件数は少し

減っている程度であまり変わりがない。

しかも、最近はインターネットに関する相談や悪質な利殖商法など、相談員

も過去に経験のないような難しい案件を抱えてあっせんをしている。そのた

め１件を処理するのにかなり時間を要しているのが現状である。相談員一人

あたりの処理件数は減っているとはいうものの、その１件の処理に要する時

間は長くなっている。相談者から内容を聴取するだけで２時間かかることも

ある。

○委員 土日相談の件数について教えていただきたい。

○事務局 土日の相談件数は、２３年度の実績で、土曜日が４６５件、日曜日が３０５

件で合計７７０件となっている。

○会長 審議会のあっせんの件、県条例の件についてはどうか。

○事務局 この５年間こちらの審議会でのあっせん事例はない。

○委員 かつては、相談カードに「県条例の不当取引に違反するもの、何号」等記入

して送付していた。それを県で集約して対策を講じていたと思うが今はどう

なっているのか。

○事務局 事業者指導については、オンライン化されている PIO-NET の情報を活用して

内偵を行っている。県条例について集計は取っていない。県民活動生活課と

消費生活センターの担当者が、毎月 PIO-NET から収集した事案について協議

し、悪質な事業者について追跡を行っている。
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○委員 相談員として勤務経験がある。PIO-NET は処理結果という項目があり、例え

ば「特商法」何条に違反している、県条例に違反しているなど入力する相談

員もいるが、すべての相談員が入力しているわけではない。

県から入力するようにと指導があれば、たぶん可能だと思うが、県条例違反

については、処理結果欄を読み取っていただくしかなかったと思う

○会長 どういう数字を、後に統計で使用するのが適切なのかということを、当初に

きっちりまとめていただくことは必要だ。

○委員 それをしていただいていると、今のように悪質なものが増えてきたときに、

「条例の規則の中にこういう手口は書いていないから、付け加える必要があ

る」とか、条例改正の際には「悪質な取引をここまで取り締まれるものに規

則を改正する」と思える。

○会長 確かに、「特定商取引法」の「押し買い」の例でも、最終的に法律になるま

でかなり時間がかかった。

○委員 PIO-NET には「既に契約した」「まだ契約していない」について入力する項

目がある。後の消費者教育にも関係するのだが、出前講座など啓発活動をす

ればするほど「まだ契約していない」に該当する市民からの問い合わせが増

える。「これで大丈夫かしら」という問い合わせや、もう困った状況ではな

い過去のことについての問い合わせなど気軽な問い合わせが増える。

それは、自治体で統計を取っていると、如実に反映されてくる。広報活動を

すればするほど、市民の方と身近に接すれば接するほど、民生委員の方とい

ろいろお話しすればするほど、問い合わせが増える。

自分で統計を取っていて、広報活動の結果というのは、ここに表れるのだと

いうことがよく分かった。これから消費者教育をされていくなかで、効果が

統計に表れにくいところもあるが、このようなところから読み取れる部分も

あるのではないかと思う。

○委員 パンフレットは非常によくできていると思うが、県内でどのぐらいまで行き

わたっているのか。ただ、市役所の窓口に置いてあるだけでは、たまたま市

役所に来た人は、パンフレットを手に取るかも知れないが、来ない人は取ら

ない。新聞の折り込みにしても、広告と一緒に捨てられる可能性もある。ど

ういうかたちで活用されているのか。
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○事務局 いまのところ窓口や啓発講座での配布が主になっているが、今年度は県の広

報誌「滋賀プラスワン」５・６月号に保存版として折り込むかたちで消費生

活に関するリーフレットを配布した。

○委員 なかなか徹底は難しいだろう。ただ、この「世の中、そんなにおいしい話は

ない」これを、常にみんなの目に入るようなところに掲示すれば、特に高齢

者の投資商法の勧誘に対しては、非常に有効だと思う。

○会長 この審議会でも以前から、必要な情報が必要な人に行き渡らないということ

については、多くの委員からご指摘いただいているところ。

例えば、マルチ商法では、おそらく一番ターゲットになりやすい大学に協力

してもらう。お年寄りであれば、各市の福祉施設などと連携していただく。

そのような、情報が実際に必要な人に行き届くための連携が、今後求められ

ているのかと思う。

○委員 会社を退職するぐらいの年齢の人が、ある意味ではターゲットだと思う。老

人クラブも把握しきれていないし、他の交流もない。そういう人の家庭用電

話に怪しげな儲け話の電話がかかっている。そのあたりを意識された広報活

動のアイデアが必要なのではないか。

○会長 公募委員の方にお尋ねしたい。滋賀県の消費者に対する情報提供にどのよう

なイメージを持っておられるか。

○委員 お尋ねの情報提供とは少し違うかも知れないが、困りごとがあって消費生活

センターに、何回か相談に行ったことがあり、その経験をお話ししたい。

的確なアドバイスをしてくださる相談員の方もおられたが、相談しても「私

ではわからない」という回答をされる方もおられた。

確かに多様にわたる問題があるので、一つ一つに対して情報や知識を提供す

るというのは難しいことだと思うが、困って相談に行っているのに、何とも

頼りない相談だと感じたこともあったので、消費生活相談員の方は、勉強会

を頻繁にされているのかどうかということをお聞きしたいと思っていた。

○委員 相談員を全体的に見ていて、私が知っている相談員の方はそんなに多くはな

いが、どうしても金融関係に弱い人が多いのかなと思う。今、投資的な詐欺

商法が多い中で、いろんな商況を見なければいけないのに、読み取る相談員

は少ない。株券も見たことがないような相談員がいるというような状況。
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提案だが、例えば名古屋の消費者センターは、専門的なことは専門チームで

処理をされている。不動産に詳しい人は、より深く不動産の勉強をしている。

一般の相談も受けながら、ある程度特化型のグループをつくっておくのもい

いのではないかと思う。

○委員 ５年の雇い止めがなければ、相談員としての経験が積み重なっていく。ベテ

ランが新人の相談のフォローをするということもできていた。

○委員 消費者は困っているから窓口を訪れている。そういうフォローがあったり、

その分野について知識豊富な方の意見を聞いていただいたり、そういった対

応がなく、いまひとつの対応では、何のために消費生活相談窓口があるのだ

ろうと思ってしまう。

○事務局 消費生活相談員の研修については、国民生活センターが金融、インターネッ

トなど消費生活相談に関するテーマ別に講座を開催している。この研修につ

いては、県の相談員は年間２講座受講している。また、県が独自にレベルア

ップ研修会を年間５日実施している。最近の相談の状況を見ながら、１０テ

ーマぐらいを企画して開催している。今年度は、弁護士会と協力し、「民法」

講座も始めたところである。

先ほどからおっしゃっていただいているように、消費生活の問題は非常に幅

が広いので、相談員には幅広く勉強してもらう必要がある。相談員同士のサ

ポートについてもやってもらっている。

○会長 次に議題４の消費者教育に関してだが、理念から始まって具体的な方法、そ

して、いま滋賀県の方でどういうふうな構想を持っておられるのか、今後こ

ちら審議会で時間をかけて審議すべき内容かと思う。

消費者教育の推進に関する法律については、今年８月に成立し、県も９月末

に消費者庁から説明を受けたばかりときいている。

従って、今日は事務局の方から現在の状況をご説明いただき、具体的な部分

については、この法律の中身が具体化される段階において、引き続いて議論

させていただくということにしたい。

議題４ 消費者教育の推進について

（事務局説明）

○会長 私もこの法律を読ませていただいたが、一番重要な点は、消費者教育という



10 
 

のは単に被害防止にとどまらず、消費者の自立を支援するという意味で非常

に重要である。その支援というのはどういう意味かというと、法律に「消費

者市民社会」という言葉が出てくるが、この消費者市民というのは、ただ単

に衣食住全部、生産者から受け取るという受け身の消費者ではない。消費者

の立場から、主体的に、社会、企業、そして行政を変革していく、能動的に

社会を変えていく消費者であり、そういう資質を持った市民がつくる「消費

者市民社会」を目指して教育制度を整えていくという観点に基づいている。

従って、今は、国主導でなされているが、国が中身を決めてしまうと元も子

もない。むしろ市民の側が、今まで活動されてきて消費者問題を認識されて

いる方が、声を挙げて消費者教育の中身についてしっかり対応していく必要

がある。

また、お客さま相談室などで、無理な要求をしてくる消費者がどれだけいる

かというのを知っておられる方のご意見も、やはりそこでは反映していかな

ければならない。各方面から参加していただいている、このような審議会の

場で議論するにふさわしい内容であると思うので、皆さんの意見をじっくり

検討して、滋賀県の具体的な消費者教育の中身に反映させていただきたい。

（終了）


