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≪１．開会≫
○河上委員長

時間 にな りましたので、始め させ ていただきます。皆 さん、本日はお忙しいと こ

ろをお集まりいただ きま して、誠にありがと うご ざいます。ただいまから 「消費者団体ほか関 係
団体等との意見交換 会」 を開催いたします。
本日は、所用によ りま して、阿久澤委員、 樋口 委員、増田委員が御 欠席となっております。
まず初めに、配付資料 の確認につきまして 、事 務局からお願いいた しま す。
○丸山参事官

配付 資料 につきまして、お手 元の 議事次第下部に一覧 を記 載しております。資 料

１から６、参考資料 １か ら３となっておりま す。また、御参加いただ きま した団体の方から、 席
上のみ配付というこ とで ３部、資料をお配り して おります。不足がご ざい ましたら事務局まで お
申し出いただきます よう 、よろしくお願いい たし ます。

≪２．消費者団体ほか関係団体等との意見交換について≫
○河上委員長

それ では 、議事に入らせてい ただ きます。

消費者委員会では 、委 員会の運営改善など の参 考とすることを目的 とい たしまして、消費者 団
体ほか関係諸団体か ら御 意見・御要望を伺う とと もに、委員との意見 交換 を行う機会を持って お
ります。本日は、弁 護士／NPO法人消費者支 援ネッ ト・しがから土井裕 明代 表、NPO法人消費者 支
援ネットワークいし かわ から青海万里子理事 ・事 務局長、公益財団法 人全 国老人クラブ連合会 か
ら河野敦子参事、一 般社 団法人神戸市老人ク ラブ 連合会から眞田尚事 務局 長、全大阪消費者団 体
連絡会から飯田秀男 事務 局長、適格消費者団 体特 定非営利活動法人消 費者支援ネット北海道か ら
道尻豊専務理事にそ れぞ れお越しいただいて おり ます。皆様方におか れま しては、お忙しいと こ
ろ誠にありがとうご ざい ます。
本日の意見交換会 です けれども、テーマと して 、「地方消費者行政の現 状」「高齢者見守り の
取組」「地方の生活 イン フラ（電力・ガス小 売自 由化）の現状」とい った ３つのテーマを上げ さ
せていただいており ます 。御出席いただいて おり ます皆様からは、忌 憚の ない御意見を伺いた い
と思います。
では、参加いただ いた団体の皆様より御説 明、 御意見を、大変短く て恐 縮ですけれども、お の
おの15分程度でお伺 いい たしまして、その後 、委 員との意見交換をさ せて いただきたいと考え て
おります。
それでは初めに、消費 者支援ネット・しがの土 井代表より御説明を お願 いいたします。15分 ほ
どということで申し わけ ございませんが、お 願い いたします。

1

○弁護士／NPO法人消 費者 支援ネット・しが土井代表

消費者ネット・しがの代 表をしております

土井と申します。よ ろし くお願いいたします 。
資料１、A4の裏表 に簡 単に報告のメモを準 備い たしました。私ども は滋 賀県の消費者団体な の
ですが、滋賀県は琵 琶湖 を中心とした小さな県で ありまして、規模で 言う と全国の１％ぐらい に
相当するところです 。県 内に15の市と６つ町があ りまして、県内の消 費生 活センター等に持ち 込
まれた2015年度の相 談案 件が１万3,000数百件とい う規模でございます 。
消費者の関係で言 いま すと、実は滋賀県の 消費 者運動はもともと琵 琶湖 の水を守るというと こ
ろから始まっていま して 、もう大分昔の話に なり ますが、粉石けんを使お うということで始ま っ
ています。そういう こと もあって、自治体の 消費生活相談の窓口がなぜか 環境課の中にあった り
するということが割 とあ ります。
相談体制ですけれ ども 、地方消費者行政活 性化 基金等が設けられる より も前から割と資格の あ
る消費生活相談員の配置 が進んでおりまして 、今 は全ての自治体に資 格の ある相談員がいると い
う状態になっていま す。 おかげさまで活性化 基金 を使いまして、ほか の県では恐らく活性化基 金
を使ってセンターを作る とか相談員を配置す ると いうことだったのだ ろう と思いますけれども 、
滋賀県の場合は、そ れを 使って相談員の数を増や すということで割と 複数 、２名、３名、それ 以
上の相談員が配置さ れる ということになりま した 。
あと、今日、もう 一つ の別のテーマで高齢 者の 見守りのこともあり ます が、訪問販売お断り の
ステッカーを作っている 自治体もたくさんあ りま す。今も滋賀弁護士 会と 自治体が協働で連名 の
ステッカーを作ると か、 既にできているとこ ろで も、弁護士会と司法 書士 会と警察と市・自治 体
の連名のステッカー を作 るというようなこと をや ってきております。
あと、何かと話題 にな ることが多いと思う ので すが、滋賀県に野洲市と いうところがありま し
て、ここが最近新し い条 例を制定いたしまし た。 この条例は、野洲市 内で 訪問販売を行う事業 者
は、訪問販売を始め る前 に野洲市に登録をし なさ いと。無登録で訪問 販売 をしてはいけません と
いう条例です。多分 こう いう条例は全国でこ こし かまだないのだろう と思 いますが、いろいろ と
波紋を起こしており まし て、今のところ訪問 販売 の事業者さんから面 と向 かって問題だという よ
うなクレームが来て いる ことはないようであ りま して、どうにかうま いこ と進みそうという状 態
です。私自身もこの条例 を作るときには呼ば れて制定の委員をやった ので すけれども、こんな 規
制をやったら憲法違 反で はないかとか、いろ いろ な議論もあった中で 、そ うならないようにと い
う工夫をして制定す るの に私たちも協力させ てい ただきました。
ただ、滋賀県だけ では ない、東京以外は少 ない と思いますけれども 、滋 賀県の最近の消費者 関
係の行政処分が全く ない という残念なことに なっ ております。それと 、消 費者安全確保地域協 議
会も全く整備されて いな い状態です。
それから、消費者 行政 として、行政が消費 者教 育にどのように取り 組ん でいるかということ な
のですが、各センタ ーの 相談員さんがいろい ろな ところに出ていって 出前 講座をやるとか、あ る
いは自治体とかセン ターの主催で市民向けの 啓発 の講座をやるとか、 そう いうことはどこでも 普
通にやっていると思 うの ですが、そういうの はも ちろんやるといいの です けれども、本当に来 て
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欲しい人は来てくれ ない わけなので、本当に 勉強 をしていただきたい 人に 情報を届けるという 意
味で、本当は職場と かに 行ったらいいのでし ょう けれども、とりあえ ず小 中学校、高校、大学で
の消費者教育が必要 だと 思いますが、これに 行政 がなかなかかかわっ てい くことができていな い
という実情がありま す。
私たち消費者ネッ ト・ しがも、県内の消費 者行 政の充実のためにい ろい ろやれることはやろ う
ということで取り組 んで おります。ちょうど2016年１月に滋賀県の消 費者 基本計画が策定され る
ということがありま した ので、我々の団体か らも 、ポイント３つ、厳 正に 法執行をやってくだ さ
いと、行政処分がも う何 年も一件もないとい うの ではだめでしょうと いう ことで、それを求め る
ということを言いま した 。それから、せっか く消 費者安全法で消費者 安全 確保地域協議会とい う
ものが位置づけられ まし たけれども、全く作 られ ていないということ なの で、これを早くやり ま
せんかという提言を いたしました。それと、 消費 者教育も積極的にや って ほしいという、この ３
つを提言いたしまし た。
特定商取引法の改 正の こともありましたの で、 それに先だって、高 齢者 を消費者被害から守 る
ための勧誘拒絶制度 の特 定商取引法への導入 を求 める意見書も県議会 に出 しまして、請願の決 議
をしてもらおうとい うこ とで、弁護士会と消 費者 ネット・しがの連名 で請 願の決議をしていた だ
くように求めました。結 果は残念ながら保守 政党 の反対で潰されてし まい ましたが、こういう問
題について県の議員 さん にレクチャーに回っ たと いうことは一定の成 果が あったかなと思って お
ります。
私たちの団体が過 去に 県内の全自治体を訪 問し て、相談員の配置だ とか日常相談活動やあっ せ
んで苦労しているこ とと か、そういうことの ヒア リングをして調査を した こともあるのですけ れ
ども、大分もうそこ から 時間もたちましたの で、 またそろそろ直近の 状況 を把握するために動 こ
うかなと思っており ます 。
滋賀県の消費者行 政の課題ですけれども、 これ も滋賀県に限ったこ とで はないと思いますが 、
最近の消費者被害の 相談 は、クーリング・オ フを するとか、そういうちょ っと前までの普通の 消
費者相談ではなくて 、も う明らかに詐欺ですね。 ほとんど詐欺の事案 ばか りで、そういうことは
PIO‑NETを見ても分か るわ けですけれども、なかなか 警察が動かないで、行政も ちゃんと処分しな
いということで、大 変不 満に思っております 。
あと、何回も繰り 返し ますが、消費者安全 確保 地域協議会も全く整 備さ れていないことと、 学
校における消費者教 育が 不十分だということ が課 題であると思ってい ます 。
そこで、当団体と して の、どこに要望する のか分かりませんが、我 々の 希望です。たくさん あ
るのですが、絞って 申し 上げますと、１つは 、訪 問販売お断りステッ カー をせっかく自治体が お
金を出して作ってい ると 。老人クラブである とか地域の自治会とか町 内会、そういうところの 協
力もいただいて、頑 張っ て貼っているけれど も、 それを無視して訪問 販売 をされることも中に は
あるわけで、そうい う場 合に法的にどういう 位置 づけになるのか。つ まり 、県の条例で言うと 、
勧誘を拒否する旨を 表示 しているにもかかわ らず 契約の締結を勧誘す るの は条例違反ですとい う
ことになっているの です が、これは余り言っ て広ま るのも困るのですけ れど も、県の公式見解は 、
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ステッカーを貼って いて も、それは勧誘を拒 否す る意思表示にならな いと いうことを言ったり す
る人もいて、では何 のた めにステッカーを貼って いるのだ、みたいな こと になるわけです。
一方、先ほど申し 上げ ました野洲市の今の 新し い条例では、同じよ うに 登録事業者、登録事 業
者というのは、野洲 市は 訪問販売をやるとき は全 部登録しなくてはい けま せんので、その事業 者
は、訪問販売に係る 契約 を締結しない旨の意 思を表示した者に対して は、 当該契約の締結につ い
て勧誘してはならな いと。こういう条例はど こに もあると思うのです が、 一応その公式解釈、公
権的な解釈で、ステ ッカ ーを貼っていたら、勧誘 拒絶の意思表示をし てい るというふうになる の
だとはっきり言って くれ ているわけです。な ので 、同じような文言で いろ いろな条例、県レベ ル
とか市町村レベルの 条例 があって、でも解釈 がは っきりしない。ステ ッカ ーを貼っていたらも う
勧誘してくれるなと いう 意思表示だというと ころ もあれば、そうとは 言い 切れないみたいなと こ
ろもあって、はっき りし ない。最終的には、 こん なものは特定商取引 法な り何なりで立法的に 決
着していただければ いい と思いますので、ぜ ひ来 るべき、多分特定商 取引 法になると思います け
れども、その改正の とき には、ステッカーを貼っ ていたら勧誘しては いけ ないとはっきり決めて
いただければ済むも ので はないかと思ってお りま す。
ただ、これについ ては 、今日も消費者団体 です ので生協の関係の方 も来 ておられると思うの で
すけれども、生協も 結構 組織拡大で勧誘をや るの ですね。だから、勧 誘全 てが悪いと言ってし ま
うのはどうかという 難し い議論もありまして 、そ の辺は研究の余地が ある と思いますけれども 、
その辺が一つ大きな 議論 のポイントになるか なと 思っています。
最後に、消費者教 育な のですけれども、学 校で 児童生徒、学生に対して 消費者教育をやると い
うことは、皆さん、共通 認識で必要だと思っ てい るのですけれども、 教える立場の教職員のリ テ
ラシーが大変低くて、学 校の先生がいっぱい だま されて被害者になっ てい る。そんな人に消費 者
教育できるのかとい うこ とがあります。総合 学習 というのが今はある ので すかね。小学校とか で
総合学習の授業のと きに 、EM菌、乳酸菌の泥 団子 を川に放り込んだりして 、それで浄化するみ た
いなことをやって、 うち はこんなに頑張って 総合 学習に取り組んでい ます みたいなことを言う の
だけれども、果たし てそ れは本当にいいのか とい う疑問があります。 先日 も、そういう科学的 根
拠が薄弱なのだけれ ども 、それに消費者がま んま と乗せられて、ちゃ んと した選択ができないこ
とがいっぱいあると いう 勉強会を我々はやっ たの ですが、学校の先生 もそ の辺はきちんと勉強 し
ていただいて、学校 の先 生自身の消費者リテ ラシ ーを高めることも必 要な のではないかと思っ て
おります。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

引き続きまして、消費 者支援ネットワークいし かわから青海理事・ 事務 局長に御説明をお願 い
いたします。
○NPO法人消費者支援 ネッ トワークいしかわ青 海理 事・事務局長

よろ しく お願いいたします。

資料２になります 。
消費者支援ネット ワー クいしかわは、平成25年 に設立をしまして、現在 、消費者庁に適格消 費
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者団体の認定の申請 をし ているところです。 もう 間もなく縦覧が始ま って 、４月ぐらいには認 定
をいただけるかなと いう 見込みです。そうな りま すと、日本海側初、16番 目の適格消費者団体 と
なります。
うちの運営体制で 言い ますと、消費者団体 の多 いのが特色になって おり ます。事務局を１人 設
立補助金で雇用して いる のですが、これは設立補 助金ですから、設立 され たらもう切れるとい う
ことで、今年度限り とい うことになります。我が 会の持続可能性とい うこ とについては、これ か
らかなりの苦労をし なけ ればならないと思っ てお ります。
活動内容ですが、 石川 県内は縦に長く能登 半島が親指を突き出した よう な形になっておりま す
ので、毎年県内４ カ所で消 費生活相談員あるい は自 治体の職員との意見 交換 会をやっております。
これについて、いろ いろ情報をいただいてお りま すので、後ほど報告 させ ていただきたいと思 い
ます。こちらの意見 交換会は毎回、会員の弁 護士 、司法書士が１人ず つ参加をして、相談事例 と
か情報の共有化、あ るい は弁護士、司法書士 への 相談とか、申し入れ の検 討事案の情報提供な ど
もしている状況で年 々参 加者も増えていまし て、 県が相談員研修など をや る場合は、どうして も
一方的な座学になる ので すが、こういった地 域ご との意見交換会とい うの は大変貴重な場にな っ
ているかなと思って おり ます。
事業者への是正申 し入 れにつきましては、 ３件 が改善をしていただ きま した。
振り袖レンタル、 結婚 相談所、このあたり につ いては対応が保留に なっ ていまして、適格認 定
後に差止請求につい て検 討をしていきたいと 思っ ております。
次に、消費者教育 の普 及啓発です。こちら につ いては、出前講座を 今年 度は９講座ほど実施 し
ております。中でも 中学 校の家庭科の授業に 行く ための教材を新たに 開発 して、ここに写真が あ
りますが、中学校２ 年生 の生徒さんが実際に イン ターネットの通販の トラ ブル事例についてロ ー
ルプレイングをして いる 様子です。
その下の消費者教 育推 進フォーラムを昨年11月21日に開催しまして 、こち らは毎年開催をして
います地方消費者フ ォー ラムに文部科学省の 消費 者教育フェスタを併 催し た形での取組となっ て、
これは北陸で初めて の開 催となりました。
（３）の委託事業 のと ころでは、これも毎 年、 県の農業安全課から 委託 を受けておりますが 、
食品表示調査という こと で、県内の小売店でまずは100事業所、消費者の目線 でチェックをしまし
て、ここについては 景品 表示法とか一括表示 のと ころの記載のミスな どを 発見して、それをデ ジ
カメで撮って県に報 告し 、更に後半は、それ を製 造している食品加工 事業 所に出向いて、帳票 で
すとか段ボール箱な どを 見るという取組にな って おります。石川県の 場合 は零細な食品加工メ ー
カーが多いですので 、和 菓子屋さんとか漬け 物屋 さん、佃煮屋さんの よう な小さいところの軽 微
なミスがかなりこれ で発 見できているかなと 思っ ています。
金沢市の委託事業 のと ころでは、「子ども のた めのキケン学〜ヒヤ リ！ ハッと！みつけ」と い
う講座を夏休みにや って おりまして、こちら は小 学生の４、５、６年 生の 夏休みの自由研究と い
う形で、どういった とき に事故が起きて、ど うい う危ないことが起き るか というレクチャーを 受
けた後、自分の身の 回り 、家とか公園とか学 校の 危ないところを見つけた り、あるいは自分が 小
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さいとき、あるいは お父 さん、お母さんが子 供の ときにどういう危な い目 に遭ったかというこ と
を調査して、自由研 究に まとめる。その中で、ハ ードの危険性にプラ スし て気持ちの問題、ソ フ
トのふざけていたと かと いうようなところで事故 が起こるということ を発 見して、それを防ぐ た
めにどうしていった らい いかということを学 校な どに持ち帰ってもら うと いう内容になってい ま
す。
その下の「シニア 世代 の安全安心インター ネッ ト塾」というのは、 御自 分のスマホとかタブ レ
ットを御持参いただ いて 、疑似サイトをあら かじ めセットしてありま して 、そこにアクセスを し
て、例えばいきなり 請求 書が張りついて取れ なく なったりということ があ るのですが、それの 解
除の仕方などを実際 に体 験するという内容に なっ ております。
３枚目のところに 少し 具体的な要望・意見 を書 いてまいりましたが 、ま ずは消費生活相談員 ・
自治体職員との意見 交換 会から見えてきたこ とで す。やはり自治体に おけ る消費者行政の取組の
差ということが非常 に見 えてきております。 今、 石川県の場合は19市 町が ありまして、県のセ ン
ターと広域事務組合 とい うのも１つあり計21とい うことになるのです が、 全てに相談窓口が設 置
されておりまして、 中で もセンターは、今は ８つ 、４月からは３セン ターがセンターに移行す る
ということで、計11セン ターが動き出すこと にな っていますので、と りあ えず形は整ったとい う
状況にあります。
ですが、後発のと ころ もありまして、例え ば地 方消費者行政推進交 付金 が29年度までに新規 事
業を開始しないとも うつ きませんよというこ とで いいますと、これに 乗り遅れた自治体や後発 の
ところはますます遅 れるという実態があるか と思 います。どこかで線 引き はしなくてはいけな い
かもしれませんが、 後発 のところをすくい上 げる仕組みも必要ではな いか と感じております。
取組のところで言 いま すと、奥能登のほう は弁 護士事務所もなかっ た地 域でして、今はひま わ
り法律事務所が１つ でき ているという状況で す。 ですから、こちらに つい ては２市２町が広域 事
務組合で相談窓口を作っ ているのですが、大 変コ ミュニケーションが うま くいっているといい ま
すか、広域圏の相談 窓口 の相談員を中心にし て、 ２市２町が何か相談 があ った場合は的確に相 談
をして、問題を共有 化す るということができ てい る地域です。
それに倣いますと 、ほ かのところもセンタ ーが あるところ、ないと ころ がありまして、やは り
早くから進んでいる とこ ろは先進的な取組を され ています。ですから 、そ ういった中核的な自 治
体と周辺自治体との 連携 といったことが、こ れか ら求められてくるの では ないかと感じており ま
す。
③の課題につきま して は、雇い止めという こと が以前から問題にさ れて おります。相談員の 方
からの情報によりま すと 、今は18自治体が雇 い止 めをやっているとい うこ とで、残念ながら石 川
県にも１自治体で雇 い止 めの実態がございま す。あとは報酬の地域間 格差 ということもござい ま
す。こうして意見交 換会 などをしております と、 相談員が専門職とし て一 朝一夕にスキルを身 に
つけてきたのではな いと いうことを感じてお りま すので、雇い止めを 何と かしていただきたい な
ということを要望し たい と思っております。
２番目の消費者教 育フ ェスタにつきまして は、 初めて北陸で文部科 学省 と併催をいたしまし た
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が、これは大変苦労 をい たしました。なかな か県 の教育委員会を動か すと いうのは至難のわざ で
した。でも、やって みれ ば門があいたという 感じ がいたしまして、県 の教 育委員会のほうから 、
学校指導課、生涯学 習課に委員として参加をいた だき、なおかつ市町 の教 育委員会にもお声が け
いただきましたので 、石 川県内の教育関係者 には 御参加いただくこと がで きました。
でも、北陸の場合 は３ 県で回り持ちをして おり ますので、では次、 富山 に行って、福井に行 っ
てといったときには 、既 にこのチャンスはな いわ けです。ですから、 文部科学省と消費者庁が 一
緒になって消費者教 育の 推進といったことをぜひ 進めていただきたい と感 じております。
最後になりました が、 教育機関との連携と いう ことで、先ほど御紹 介を した中学校２年生の 家
庭科の授業の中で、 消費 者生活という単元で イン ターネット通販につ いて の授業をすることが で
きました。これは私たち としても初めての試 みで 、先生の招きがあっ て初 めて訪問できるとい う
実態もございますし 、今 回は自治体の働きか けが あったということに なり ます。ですから、こ う
いったところでいっ ても 、消費者庁と文部科 学省との連携、そして、学校 サイドでこうしたこ と
がもっと進むことが これ から求められてくる ので はないかと思ってお りま す。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

引き続きまして、 全国 老人クラブ連合会の河野 参事、神戸市老人ク ラブ 連合会の眞田事務局 長
より御説明をお願い いた します。説明は合わ せて15分ということで、済みま せんが、よろしくお
願いします。
○公益財団法人全国 老人 クラブ連合会河野参 事

全国老人クラブ連合 会の河野と申します。

老人クラブの見守 りサ ポーターによる高齢 消費 者被害防止の取組に つい て、全国と神戸市の 立
場から御報告をいた しま す。
私ども老人クラブにつ きましては、次のページ に御紹介しておりま すの で、御覧ください。
このキャンペーンは、 平成26年から28年度 を取 り組み期間というこ とで やっておりまして、一
旦終わるのですが、29年 度からも継続して実 施す ることで決まってお りま す。
なぜ私どもがこの キャ ンペーンをやろうと 思っ たかと申しますと、 これ までも老人クラブと し
ては消費者被害防止の取 組はやっていたので すけ れども、一向に被害 が減 少せず社会問題にな っ
ている中で、当事者 とし てこのまま同じよう な取 り組み方をしていては改 善しない、見直しが 必
要だと考えまして、 見守 りサポーターという 取組を提案しました。見 守りサポーターのことに つ
きましては、神戸市 老連 の報告、併せて取組の柱 としています見守り サポ ーターの心得という小
冊子に書いておりま す。 この冊子は全国消費 生活 相談員協会の御協力 を得 て作成しました。
本事業を推進する ため に行いましたモデル 事業を通じて、全国で 約１万3,000人のサポーターを
養成しました。事業を終 了したところでも、 札幌 市や神戸市のように継続 して取り組んでいる と
ころもございます。
地方消費者行政と の連 携という点ですけれ ども 、この取組は私ども だけ では全く立ち行かな い
ものでございまして 、従 来から、消費生活相 談セ ンターや警察、行政 など の連携のもと、取り 組
んでまいりました。今回 のキャンペーン事業 につ きましても、研修会 の講 師や日常的な情報提 供
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ということで御協力 をい ただいております。
今後の課題としま して 、このキャンペーン の趣 旨である、受け身か ら主 体的な活動への意識 転
換ということがござ いま す。長い間、関係者 の方 々のお話を聞いて、 自分 たちは被害に遭わな い
ように気をつけよう とい う受け身の活動をず っと 取り組んでまいりま したので、これを主体的 に
変えるというのはま だま だ時間がかかること では ないかと思っていま すし 、また、関係団体の 皆
様におかれましても 、高 齢者と一緒に被害を 防ぐという意識で連携し てい ただければと思って お
ります。
今から報告される神戸 市老連の取組は、行 政と 連携してやっている とい うことで、本日御報 告
をお願いしたところ です 。
全国的には以上で す。
○一般社団法人神戸 市老 人クラブ連合会眞田 事務 局長

それでは、引 き続 き、神戸のほうから の

御報告をさせていた だき ます。
資料４を御覧いた だけ ればと思います。最 初に、KOBEシニアクラブとい うふ うにしていますが、
一般的には老人クラ ブ連 合会ということなの です けれども、我々とし ては、お年寄りにもっと 会
員を増やす、あるい は親 しんでもらうという 意味 で愛称を募集しまし たと ころ、アルファベッ ト
で「KOBE」として、 あとは片仮名で「シニア クラ ブ」ということで、作っ たばかりですので、 こ
れでできるだけ会員 を増 やしていこうという ツー ルにもしてございま す。
その中で、見守り サポ ーターの状況ですけ れど も、見守りサポータ ーと いうときに、高齢者 の
方ですから介護の関 係か なと最初は思われた よう です。ただ、説明す る中 で、そういう見守り で
はなしに、消費者被 害に対する見守りだとい うこ とで認識を深めてい くと いうことをやってま い
りました。
資料に基づいて順 番に 御説明させていただ きま す。まず、経緯です けれ ども、先ほど全老連 の
河野参事が説明され たよ うに、26年度から28年度 までということで、 神戸 市のほうでもそれに 同
調する形で取り組む こと といたしました。や はり 準備が必要でしたの で、27年度の７月に第１ 回
目をやっております 。そ して、その年度は３ 回や りました。28年度は ２回 やっています。現在 、
資料の最後の６ペー ジに つけておりますけれ ども、こういう形のサポー ター証を交付しています。
実際にはこんな大き さな のですけれども、半 分に して持ってもらうと いう ことで、後ろにいろ い
ろな情報を入れてい る、 そういうサポーター 証を 交付することとして いまして、現在、交付者 数
は712名になります 。全ク ラブ数は475クラブ ありま すが、残念ながらま だ各 クラブ２人というま
でにはいっていない のが 状況でございます。
29年度は、キャン ペー ンの期間は過ぎるの です けれども、関係省庁 、特 に神戸市と話をする 中
で、29年度以降も引 き続 きやってほしいとい う御 要望もありましたし 、我 々としてもやる必要 が
あるかなということ で、29年度は今のところ ３回す るということで準備 を進 めているところでご
ざいます。
その次に書いてい ます ように、単位クラブなの で すけれども、目標として は 各クラブ、475クラ
ブにそれぞれ何とか ２名ずつ配置をして、関 係の お年寄りの見守りを して いただけるようなこ と
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を目標としてやってござ います。
実際にどういうこ とで 講座を開いているか につ いて御説明させてい ただ きます。
見守りサポーター の役 割というのを、後ろ のパ ワーポイントのレジ ュメ、こんな１枚物にな っ
てしまったのですけ れど も、まず皆さんの役 割は こういうことですよ とい うことで、私どもシ ニ
アクラブの事務局の ほう で御説明をさせてい ただ きます。書いている こと はそんなに難しいこ と
を書いているわけで はな いのですけれども、 特に我々が強調している のは５ページになります 。
見守りサポーターの 役割 として一般的に言わ れて いる、日常生活を通 じて 情報を伝えるという こ
と、困っていること がな いかどうかサインを 見つ けてくださいねとい う意 味での気にかける、そ
して関係機関とのつ なぎ 役となるのですよと いう 、この３つは一般的 にど この老人クラブでも 言
われているし、やっ てい ることですし、全老連さ んでもそういう形で 御指 導いただいています 。
我々は、特にサポ ータ ーの方ですので、講 習で学んだことを自分の とこ ろに持って帰って、 ち
ゃんと単位クラブで生か してくださいねとい うと ころを最近は一生懸 命強 調してやっておりま す。
そういうことで、できるだ けたくさんの方に参 加し ていただきたいとい うの が実態でございます。
講座の中身ですけ れど も、２つ目のところ に書 いていますように、 兵庫 県警にも協力してい た
だいておりまして、啓発用 のDVDを持ってきてい ただ いて、まずそれを見ていた だくことになって
います。DVDの中身なの で すけれども、これはよし も とといいますか、西川き よ しさん御一家が出
ていただいている啓 発用 のDVDで、中身は銀行をか たった詐欺という内 容でございます。その中で
実際に起こったであ ろう、あるいは起こるであろう 事例を参考にDVDをま ず見 ていただく。その後
で、兵庫県警の犯罪 抑止 対策室の担当の方に 来ていただいて、最近の 事例 、あるいは御協力い し
ただきたい内容につ いて 御講義をいただきま す。
兵庫県だけかどう か分 かりませんが、神戸 市の 中でも特に還付金詐 欺と かが増えているとい う
事例を実際にお話し いた だいています。御注 文もありまして、まず、 そう いう怪しい電話がか か
ってきたら、だまさ れた ふりをしてください と警 察の方は言われるの ですけれども、高齢者の 方
にそんなにうまいこ と乗 っていって、それを きっ かけに犯人を捕まえ ると いうのは、なかなか そ
こまでのことはでき ない のですけれども、と りあ えずだまされたふり をし て警察に連絡してく だ
さいという要望が最 後に ありました。ちょっ と危 険なこともあるので 、ど こまでできるかとい う
のは、その人の技量 なの だろうと思いますけ れど も、そういう御要望 も実 際にありました。
４つ目に書いてい ます消費生活センター、 これ は神戸市の消費生活 の組 織なのですけれども 、
そこの所長に名指し と言 ったらおかしいです が、来ていただいて講話 をし ていただくのですが 、
この方、ちょっと書 いて いますけれども、落 研に おられたということ で、 おもしろおかしく話 を
してくれるのですね 。で すから、高齢者の方 も楽 しく講話を聞いてい ただ けるということで、そ
れもやはり大事だと 思う のです。座学だけで はな かなか飽きてしまう ので 、おもしろおかしく や
っていただくことで 、来 てよかったなと思っ てい ただけます。
そのときに併せて使わ れているのが、これ をお 持ちいただいている と思 うのですけれども、 神
戸市で毎年更新して おら れる「高齢者を消費 者ト ラブルから守る」ハ ンド ブックがございます 。
これを一応配るので すけ れども、細かい内容 は説 明されていませんが 、こ ういう事例があるの で
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すよということをで きる だけローリングして 、新 しい情報を入れるよ うに 、神戸市の消費生活の
ほうでは考えてやっ てい ただいていると思い ます 。
その後、２時間半 ぐら いの研修なのですけ れど も、終わりましたら 、先 ほど言いました認定 証
ですね。サポーター 証を 授与しますけれども 、こ れを市老連の理事長 、代 表者が手渡していた だ
くということで、市 老連を挙げての事業なの です よという位置づけを 強調 させていただいてい ま
す。
そして、何で女性 委員 長というのが出てく るか といいますと、もと もと この見守りサポータ ー
の問題は女性が中心 にな ってやろうよという こと で始めたというきっ かけ がありまして、女性 の
方が一生懸命やって いた だいています。サポ ータ ーになっていただい てい る方もやはり女性が 多
いのですけれども、そう いう意味で、最後に 女性 委員長から激励をい ただ いて、これからも頑 張
りましょうというこ とで 締めていただいてい る、 そんな養成講座をず っと やってきています。
今後の課題に行か せて いただきますけれど も、２年間で５回やって まい りました。従来のや り
方、教材、講師、こ の内 容について、やはり もう 少しアップデートな もの にするということと 、
新しい方に来ていた だけ るのも大事なのです けれ ども、今まで来てい ただ いた方に更に新しい ス
キルを身につけてい ただ くとか、情報を提供 する とか、そのあたりを我々 としては考えていか な
ければならないなと いう ことで、具体的に幾 つか ポイントを挙げさせ てい ただいています。
まず、女性中心に とい うことを申し上げた ので すけれども、一方で 、逆 に言いますと、男性 の
会員の方の理解とか協力 が余り得られていな かっ たというのが過去の いき さつでございます。 老
人クラブの会長さんは、 女性が会長になって いる ところと男性が会長 にな っているところとあ る
のですけれども、男 性が会長になっていると ころ の方の参加がなかな か難 しい。そんなのいい じ
ゃないかみたいなこ とを 言われる方もおられ るの ですけれども、一方で、 女性の方が男性会員に
そんなことないよ、 大事 なことだからといっ て連 れていくような例もある のです。まず、女性 の
パワーでここまで推 進し てきているという事 実が 一つあります。ただ 一方 で、男性会員もおら れ
るので、そこをどう やっ て理解していただく かと いうのが我々の課題 かな と考えています。
そして、還付金詐欺です 。最近はATMを利用した還 付金詐欺が増えてい ると いうお話もありまし
たけれども、そうい う新 しい情報をできるだ けサ ポーターの方に知っ てい ただく。そういうこ と
でなければ、新たな 形の 犯罪にはなかなか対 応で きないのが現状だと 思い ます。
我々のほうには、 この サポーターさんの活 躍に よって実際にこんな 被害 が防げましたよとい う
具体的な報告はまだもら えていません。次に 書い ていますけれども、 基本 的には見守りの対象 者
は同じクラブの会員さん なので、普段から気 をつ けているのですね。 そう いう中で、普段のつ き
合いの中でそういう こと は実際にないのです けれ ども、聞いています と、 やはり被害に遭う方 は
孤立されている方、 会員 にもなっていただい てい ない方が被害に遭っ てい るということで、こ れ
は別の問題として、 クラ ブの会員に入ってい ただ くことが結果的には被害 を防ぐ、少しでもお 役
に立てる、そういう こと ではないかなと思い ます 。
検証の中で皆さん の実 態でどうですかとい うお 話をしたときに、う ちの ほうにもこういう電 話
がありましたよとい うサ ポーターさんになら れる 方のリアクションが 確か にあります。ただ、 そ
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んなあほなといって すぐ 切ったとかいうこと で、実際に被害に遭うこ とは ないようなのですけ れ
ども、１回の研修会 で60人から70人来られる ので すが、何人かはこん な電 話がありましたよと い
う実例の報告がある とい うことは、決してそ うい う事例が少ないこと では ないのだなというの は
改めて感じたところ でご ざいます。
我々のKOBEシニア クラ ブとしての課題は、 全てのクラブに配置した いの ですが、残念ながら ま
だ全てのクラブに配 置で きておりません。率 で言 いますと97％程度の クラ ブには配置している の
ですが、先ほど申しまし た理解のない会長さ んが いるところとか、あ るい は地域的に、神戸市 と
いうのは広うござい まし て、北の遠いから講 習に 来ていただくのはな かな か難しい面もあった り
して、全てのクラブ に現 在サポーターさんが おら れるわけではないと いう ことが、我々として の
課題でございます。
最後ですが、神戸 市さ んのほうが一生懸命やっ ていますので、これ から も神戸市さんとの緊 密
な連携、そしてやは り刑 事事件ですので、県 警さ んとも連携していく こと がどうしても必要な の
だと思っていますの で、 今後とも密接な関係 をと り続けていきたいと いう のが我々の取組でご ざ
います。
以上でございます 。あ りがとうございまし た。
○河上委員長

あり がと うございました。

引き続きまして、 全大 阪消費者団体連絡会 の飯 田事務局長より御説 明を お願いいたします。
○全大阪消費者団体 連絡 会飯田事務局長

飯 田で ございます。

資料５が、私が提 出し たものです。大きく は、 高齢者の見守りの取 組の 問題と、ガス・電気 の
自由化の問題につい て述 べたいと思います。
まず、高齢者見守 りの取組です。御存じの よう に、消費者安全確保 地域 協議会を作るという こ
とで、全国各地で取 組が 始まっているところ なの ですが、大阪におい ても 、その取組をぜひ進 め
ていただきたいとい うこ とと、消費者団体と して そこにどういった関 与の 仕方があるのだろう か
ということも含めて 調査 研究をするというこ とで 、この半年ぐらいや って きました。その経験 に
基づいて、少し報告 をさ せていただこうと思 いま す。
現在、大阪府内の自治体 で言いますと、地域協議会 ができているのが３ つと なっておりまして､
まだまだこれからと いう ことで、府のほうか ら伺 いますと、今年度中にも う一つぐらいはでき そ
うだという情報を得 てお ります。逆に言いま すと 、各自治体とも苦労 をさ れているということ な
のですが、この間の 調査 で得た情報から整理 すると、その理由は２つ ぐら いになるかなと思っ て
おります。
協議会そのものが 消費 者行政セクションだ けで はなくて、行政、民 間を 含む福祉関係者、あ る
いは警察や病院、金 融関 係、地域の諸団体と いう 多分野にまたがる組 織を 構想しています。な の
で、それを掌握して 、消 費者行政セクション がい わば事務局的な役割 を果 たして協議会を運営 す
るというふうに見た とき に、どうしても消費 者行 政セクションのマン パワ ーが不足している。 同
じ自治体の中におい ても 、消費者行政セクシ ョン に比較をして、福祉 行政 セクションのほうが圧
倒的に人員も充実し てい ますし、取組も進ん でい る。そういう中で、 そう いう人たちに声をか け
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て一緒にやるという こと が、なかなか消費者 行政 セクションから言い 出し にくい、あるいは言 っ
たときに業務がこな せな いという懸念が生ず る、 こんな問題が、変な話、 自発的にブレーキを か
けるような力にも働 いて いるということかと 思い ます。これが第１の 理由 です。
そういうことなの で、 どうしたらできるの だろ うかという道筋がな かな か消費者行政セクシ ョ
ンから見えてこない 。ど んなふうに行政内で 調整 を経たらできるのだ ろう か、あるいは理解を し
てもらえるのだろう かと いう、この道筋がな かな か見えてこないとい うの が、非常に大きなハ ー
ドル、壁になってい るの ではないかと感じて おり ます。これが第２の 理由 です。
３つほど作られている のですが、そこの現 地に も行かせていただい て、 いろいろ聞かせてい た
だきました。そこの 経験 で言うと、地域で組 み上 がっている福祉部局 です とか防犯の関係の部 局
が作った地域のネッ トワ ークが既に活動をし てお ります。行政の中で もそ ういう部局と近しい 関
係にある、同じフロ アで 仕事をしている、同 じ庁 舎の中で福祉部局と消費 者行政部局が仕事を し
ているということだ とか 、あるいは過去、教 育委 員会にいたとか、警 察のOBがいてつながりが あ
るとか、そういう人 脈な どを通じて調整の糸 口を 見つけるということ が行 われております。
そういうことで言 うと 、既にある福祉部局 だと か、防災部局が作っ たネ ットワークの中に消 費
者被害の防止のため の取 組を観点として加え てい ただくということが、道 のりが短いのではな い
かと感じているとこ ろで す。
資料の③に書きま した が、実際に始まって いる ところで言いますと 、始 まったのだけれども 、
いろいろな事例を共 有し たり、注意喚起を促 すと いう情報のレベルの 間は 、Ａさんの事例、Ｂ さ
んの事例ということ で済 むのですけれども 、具体的 にこの人を見守らな けれ ばいけないとなると、
個人情報に触れるこ とに なります。その管理はど ういう仕方をすればいい のか。安全法上は秘 密
保持を課すというこ とに なっているのですけ れど も、具体的にどうい う運 用をしたらいいのか と
いうところが悩み始 めて いるところにもなっ てい ると伺っております 。
そういうことです ので 、今後更に府内の自 治体でも結成の取組を進 めて ほしいと思っている の
ですけれども、この ネッ トワークづくりは行 政の 中で福祉部局あるい は福 祉関係の民間団体の理
解を得ることが非常 に重 要だろうなと思いま す。そ こが入り口になって 議論 が始まるわけですが、
現場は市町村です、 その 促進のために大阪府 ある いは県レベルの後押 しと いいますか、大阪府 警
だとか大阪府の福祉 関係 、そういうところの 後押 しがあるような意思 疎通 を図ることが必要か な
と思います。
それから、民間団 体と の連携も不可欠です 。特 に地域で福祉関係の 取組が先行していますし 、
介護保険だとか、あ るい は認知症の方の見守 りで すとか、安否確認の 取組ですとか、いろいろな
ことが進んでおりま すの で、そこに携わって いる 社会福祉協議会を初 めと した民間団体の連携は
非常に重要な視点で ある し、そこの理解もち ゃん と得ることが必要か なと思います。
伺っていく中で、 いわ ゆる地域協議会とい うふ うに名前を冠してい るわ けではないのだけれ ど
も、福祉部局の取組 とし て始まっているけれ ども 、当然消費者被害の こと も視野に置いている の
ですということもあ るよ うです。あるような ので すけれども、大阪府 内の 自治体でそういう取 組
がどのようになって いる かというのは、まだ 私ど もの中でも手のひら に乗 っていません。それ は
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やはり行政のところ で情 報は持っておられる と思 いますので、消費者 庁な り消費者委員会なり で
一回全国的な調査を して もいいのではないか と思 っています。それで公表 できるような情報が あ
れば非常に有益では ない かと思っているとこ ろで す。
最後に、こういう取組 を具体的に府内で進 めよ うということで、３ 月25日に河上委員長もお 越
しいただいてシンポ ジウ ムをやるというお知 らせ を御覧ください。
資料の裏面をご覧 くだ さい。電気・ガスの 自由 化の問題なのですが 、こ こでは時間の制約上 、
２点に絞りたいと思 いま す。１つ目が、１） の① に挙げたところです が、 この４月からガスの 全
面小売自由化が始ま りま す。なので、予想と して はセット料金が大は やり になるのではないか と
思います。ですが、 そのセット料金なりセッ トのサービスが一体どう いう 契約になるのかとい う
ことが消費者にかえ って 理解しがたい側面を 持っ ていくようになるの では ないか。ここは料金 問
題と解約ルール等が 筆頭 に上がりますけれど も、 そこのところで何が 割り 引かれていて、解約 の
ときにどういうルー ルに なるのかという、こ この ところを必ずしも消 費者 が理解して、あるい は
納得をして契約する とは 限らない。ここのと ころ は非常に注目をして おく べきことではないか と
思っています。
LPガスのことにつ いて は、この後、ホクネ ット さんが詳しく紹介さ れま すので、そちらのほ う
に譲りたいと思いま す。
それから、２）の電力 システム改革の問題 です 。これは１月17日ま でパ ブコメが募集をされ ま
して、その結果と政 府の考え方が２月６日に 公表 されております。そ のと ころから拾い上げた も
のがそこに整理したもの ですが、約500件に整理を されておりまして、項目ご とに意見の件数を項
目の最後の括弧書き の数 字で挙げたものです 。こ れで言いますと、真 ん中 の費用負担のあり方 、
あるいは賠償への備 えの負担のあり方のとこ ろに 意見が集中しており ます 。約３分の１がこの あ
たりに集中するとい うこ とになっていて、非 常に 関心の高いものにな って います。
ですけれども、電 力シ ステム改革貫徹のた めの政策小委員会が２月９日 に開かれまして、取 り
まとめに沿った形で 制度 を具体化するための 作業 部会を設置されてお りま す。意見募集がされ た
のですけれども、ほ とん ど変更なく、中間取 りま とめに沿った制度が 具体 化をされようとして い
ます。しかも 、私どもが 懸 念しているのは 、その制度実施に当たって法改 正に よるというよりも、
政省令改正という、 いわ ば経産大臣の決裁一 つで 実施が可能な制度が 創設 されたり、あるいは 変
更されたりするとい う仕 組みになっておりま す。 なので、非常に懸念をし ております。ほとん ど
の国民がこの中身を よく 理解していないまま 、将 来にわたるエネルギ ー政 策の非常に根幹的な部
分に遅れて制度が作 られようとしている中で 、も し消費者委員会とし て何 かできることがある と
すれば、きちんとも う少 し丁寧な議論、ある いは 国民に情報を公開し た上 で国民的な議論を喚 起
するということを経 産省 に求める、資源エネ ルギ ー庁に求めるという こと がもし可能であれば 、
していただきたいと 思っ ているところです。
以上です。
○河上委員長

あり がと うございました。

それでは、最後になり ますけれども、消費 者支 援ネット北海道の道 尻専 務理事より御説明を お
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願いいたします。
○適格消費者団体特 定非 営利活動法人消費者 支援 ネット北海道道尻事 務理 事

資料６に基づき ま

して御説明させてい ただ きます。
私どもは適格消費 者団 体ですけれども、２ 年ほ ど前からLPガスの問 題に ほかの団体と一緒に 取
り組んだということ があ ります。御承知かも しれ ませんが、この２月22日 に資源エネルギー庁の
ほうで液石法の施行 規則 改正、取引適正化ガ イド ラインが公布、公表 され ております。そうい っ
た意味で、この先、 一定 の手当てがされたと いう 状況ではあるのです けれ ども、まだまだ我々 か
ら言わせると十分な もの とは言えないと思っ てお りまして、この先の 展開 を考えていく時期にあ
るわけですが、ちょ うど そのタイミングでこ うい う機会をいただいて 、あ りがたいと思ってお り
ます。
中身に入らせてい ただ きますが、まず実情 と書 きましたけれども、LPガ スは、全国の平均で 言
いますと約４割の世 帯で 使用されていると言 われ ておりまして、北海 道に 限りますと６割とい う
ことで、かなり使用 して いる割合が高く、家 庭生 活にとって重要なの です けれども、苦情も多く
ありまして、料金が 高い 、それから料金のシ ステ ムがよく分からない、あ るいは購入先の変更 時
にトラブルになる、こう いったことでありま す。
特に北海道におい て問 題となっているのは 、ま ず北海道価格のよう に、 ほかの県や府などか ら
するとそもそも高額 であ るということです。しか も、それが年々拡大 して いる。北海道だけが 高
い状態が更に大きく なっ ているという状況が あり ます。
背景事情としては 、い ろいろあると思うの です けれども、自由競争で適 正な価格が決まると い
う前提なわけですが 、な かなか消費者のほう も自 分から選択をして業 者を 選べるのだというこ と
を知らないですとか 、あ るいは集合住宅など です と、もう決まってい る業 者があって選べないと
いうことがあります 。あ るいは北海道の特に地方 に行きますと、そん なに 業者の数がないとい う
こと、あるいは業者 間で取り合わないような 慣行 のようなものがあっ たり するといったことが あ
ります。
事業者側も、こう いっ た消費者からの指摘 に対 しては一定の対応は 取っ てきておりまして、 業
界の自主ルールがこ こに ありますように、「LPガ ス販売指針」という形で ずっと前から作られ て
いまして、改訂もさ れて きています。その内 容はとてもいいことが書 いて あるのですが、実際 に
現状は自主ルールが 守ら れる販売状況にはな って いないというところ にあ ります。
私どもホクネット では 、ちょうど２年前に なり ますが、2015年２月 にLPガス問題に関する電 話
110番を実施しました 。２ 時間くらいの時間中 に22件の電話相談があっ たと いうことです。
２ページに入りま すけ れども、賃貸物件でLPガ スを使っていらっしゃる 方からの相談が多か っ
たということです。16件 が価格に関する相談 で、 しかも高いという趣 旨の ものが12件というこ と
です。
こういったことを 受け まして、この問題に 取り 組もうということで、2015年４月から、ホク ネ
ットのほかに北海道 消費 者協会、北海道生協 連と いう３団体でLPガス 問題 を考える会を立ち上 げ
まして、調査とか、行政 、業界との懇談など の活 動を進めてきました 。
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その後の取組につ きま しては、３項のとこ ろで まとめたとおりであ りま して、今回、机上にLP
ガスの学習パンフレ ット を配付させていただ いて おりますが、こんな もの を作ったりしており ま
す。
行政に動いてもら いた いと、一番の目的は そこ でしたので、そのた めに は実情を調査し、そ の
実態をぶつける必要があ るということから、 幾つ かの調査を実施して いま す。４項以下にその 調
査結果を抜粋してお りま すけれども、2015年 ４月 には、この学習パン フレ ットに記載してあり ま
すような調査結果が 判明 しました。まず、請 求書 の記載がどうなって いる かということなので す
けれども、LPガスの 料金 のシステムとしては 、基 本料金と使用料に応 じた 従量料金というのを分
けて、それを合わせ て請 求額にする二部料金 制が８割以上あるはずな ので すが、実際に請求書 に
そのことが記載され てい る業者は20％ほどし かい なかったということ であ ります。
３ページに行きま して、料金の価格差の問題 です。これは業者ごとの違 いと なりますけれども、
基本料金で1,600円 から2,300円まで。基本料 金と従 量料金を区別してい ない 請求では、使用料が
１立方メートルで1,836円 から3,413円というこ とで 、1,577円の差ということ です。この差をどう
見るかということな ので すけれども、同じ く北海道 で重要なエネルギー であ る灯油で言いますと、
ここにありますとお り、 １リットル当たり３ 〜５円、約３〜５％程度 の価 格差しかないというと
ころですので、LPガ ス料 金においては非常に 大き な価格差があるとい うこ とが言えます。
しかも、先ほども 言い ましたが、賃貸住宅 では 賃借人が自分の意思 でLPガスを、ここが高いか
ら別の業者から自分 だけ 買うということはで きな い。つまり選択の自 由が ない場合がほとんど な
わけです。
それから、書面交 付の 問題がどうなってい るか ですけれども、一戸 建て持ち家の利用者にお い
ては、契約書をもら った かどうかについては 、「 もらわなかった」「解ら ない」を合わせて68％
ほどです。それから 、一 戸建て賃貸や集合住 宅の持ち家、集合住宅の 賃貸 、こういった利用者 に
おいて料金システム の説 明や文書をもらった かと いう問に対しては、 「も らわなかった」「解 ら
ない」という回答が63％ ということです。
これは消費者側か らの 回答ではありますけ れど も、利用者が自覚で きる ような説明はなされ て
いないということは 、少 なくとも言えるであ ろう ということです。
調査の２つ目は、 （２ ）にあります大学生 協の あっせんでアパート やマ ンションに入ってい る
方の料金の調査です 。
エリアとしては北 大周 辺ということであり まし て、料金表を調べた とい うのがこの調査なの で
すが、枚数としては98枚 です。
①のところは業者間の 格差です。ほぼ同じ エリ アに住んでいる方に つい て、業者ごとによっ て
どれぐらいの格差が ある かというと、基本料 金にお いては、1,000円から 3,500円まで、2,500円差、
3.5倍。従量料金におい て は、ここに書いてありま す とおり2.8倍とか2.4倍、量 に応じて差があり
まして、年額で約５ 万円 の料金差が生じてい る。
さらに、同一業者 の同 一地域内における料 金差 というのもありまし て、 これはLPガスの問題 で
はよく指摘されてい ると ころなのですが、同 じ業 者がいろいろな料金 表を 使っているのです。 そ
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のことが実際にここ でも 裏づけられてくるわ けな のですけれども、使 用量 １立方メートルで全 く
どこのお客さんに対 して も価格差がないとい う業 者はゼロ円なわけで すが 、価格差があるとこ ろ
で言うと1,402円ま での差 がある。５立方メー トル ですと一番大きいと ころ で2,538円の差という
ことで、これも年額 にす ると３万円ぐらいの 料金 差になってくるとい うこ とが分かりました。
一番直近の調査結 果が４ページに書いてあ りま す。これは販売事業 者に対するアンケート結 果
です。料金表を必ず消費 者に交付しています かと いうことに対して、「必 ず交付している」と い
う回答が86.5％とい うこ とで、自主ルー ル、液石 法 、こういったも のが必ずし も守られていない。
それから、基本料 金、従 量料金、設備利用料 などの内訳を請求書に記載 して いるか。これは48.9％
ということです。こ れに ついても自主ルール の浸 透がされていないこ とが裏づけられるという こ
とです。
③ですけれども、 戸建 てと集合住宅で料金 設定 に違いがあるかとい う問いに対しては、集合 住
宅のほうが高いとい う回 答もある。一般的に 考え ると、戸建てよりもコス トが安いのではない か
と思われるのですけ れど も、実は集合住宅の 場合 では、室内の諸設備 がLPガス販売業者によっ て
負担されていて、そ れがガス料金に転嫁され てい るケースがあるとい うこ とが影響しているの で
はないかと推測され ます。
あと、無償配管の 問題 についても、ここに あるような回答です。「 よく ない」とか「やめる べ
き」といった回答が 多く あったということで あり ます。
今までのような調 査の 結果、感じられる課 題な のですけれども、ま ず、自由料金制そのもの が
どうなのだろうかと 。こ れは時代の流れに逆 行す る話ではあるのです けれ ども、都市部を念頭 に
自由料金にして適正 な価 格に市場が落ちつい てい くということが必ず しも当てはまらない地域 も、
特に北海道の田舎の ほう などに行くとやはり ある と言わざるを得ない と思 いますので、そのこ と
は念頭に置いておか なけ ればならないだろう と思 います。
２つ目ですけれど も、 契約締結時の書面交 付と か説明の問題です。 液石 法14条で契約締結時 の
書面交付が義務づけ られ ているわけですけれ ども 、説明義務までは法 律上 は規定されていない と
いうところがありま して 、なかなか実際は消 費者 の方は理解をしてい ない ということがあると 思
います。
３つ目ですけれど も、 毎回の請求書におけ る料 金計算方法の記載で す。 基本料金と従量料金、
更に諸設備がある場 合は その諸設備という二 部料 金制とか三部料金制 、こ ういったものが採ら れ
ていても、それが請 求書に記載されていないの は問 題ということになり ます。この点については、
先ほど少し述べまし た２ 月22日の液石法施行 規則 の改正で義務化の措 置が とられております。
④ですけれども、 賃貸 住宅の書面交付とか 説明の時期の問題という のが、これはかなり大き な
問題だと思っていま す。賃貸借契約を締結し て入 居した後にLPガス業 者と の間で料金について の
説明を受け、契約を する ことに普通はなるの ですけれども、そこで初 めて 、この物件のガスは 高
いぞということが分 かる流れになるわけです 。と ころが、賃貸借契約 をし て入ってしまってい ま
すから、今さらガス が不 満で賃貸借契約をや める ということはなかな か難 しいわけで、そうす る
と泣き寝入りせざる を得 ない。このような問 題に もつながってくるわ けで す。
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⑤です。これも大 きな 問題のもう一つと認 識し ています。賃貸型集 合住 宅等でLPガス販売事 業
者が建物に付随する 設備 を設置して、その後 、費 用をLPガス料金に含 めて 請求しているケース が
明らかにある。業者 から のアンケート結果で も上 がってきています。LPガ スの配管とか機器等 で
あればともかく、そ れと は直接関係しない給 湯と か空調、更には洗浄 機つ き便座のようなもの ま
でLPガス業者が設置 して 、それをLPガス料金 で消 費者から徴収する。 そう すると、本来賃料に反
映されるべきものがLP料 金として賃料のほか に支払わされる。消費者とし ては、そういうこと に
なってしまうという 問題 があるわけです。
６ページに行きま すが 、ここでの要望事項 とし て４点挙げさせてい ただ きました。今回の規 則
とか取引適正化指針 によ って、一定程度の対 策が されていたとしても 、次 のようなところにつ い
てはまだまださらな る対 応が必要ではないか とい うところです。
１つ目は、やはり 自由 料金制の問題が特に 一定 の地域においては働 かな いおそれが大きいと い
うことです。いかな る地 域においても適正な 料金 でLPガスを利用でき るよ うに、例えば地域ご と
に必要なところでは ガス料金の上限を設けるなど 、行政における何ら かの 規制介入が必要にな っ
てくるのではないか ということです。資源エ ネル ギー庁の取引適正化 指針 では、LPガス料金を 透
明化、適正化するに 向け て公表しなさいとい う方 向性でこの問題を解 決し ていこうと思ってい ま
すが、必ずしもそれ でど こまでうまくいくか なと いう疑問は正直残り ます 。
２つ目は販売事業 者の 説明義務です。この 点に ついても、法律上、 液石 法を改正するなどし て
説明義務を義務づけ るべ きはないか。ガイド ライ ンでは不十分ではな いか というのが私どもの 考
えです。
７ページに進みま すが、３つ目です。賃貸 住宅 における書面交付・ 説明の時期ですけれども 、
先ほど言ったような問題 がありますので、賃 貸借契約締結前に賃借人 とな る予定の者に対し、 き
ちんとしたLPガスの 説明 もなされるようにで きな いか。法律上そうい った 対策がとれないかと い
うことであります。
これについても資 源エ ネルギー庁の今回の 手当 てでは、業者名をき ちん と伝えて、その業者が
もし賃借人予定者か らLPガスのことを聞かれ た場 合はきちんと教えて あげ なさいと、ガイドラ イ
ンでそういう対応が取ら れているのですけれ ども、実効性がどこまであ るか なというところです。
最後の４つ目です けれ ども、先ほど言いま した建物の諸設備をLPガ ス業 者が負担して、LPガ ス
料金に含めることの 問題 です。これについて は、LPガスの供給に関係 する配 管とか機器とかにつ
いてはきちんとした説明 のもとに容認する余 地が あるかもしれません けれ ども、LPガスと関係の
ない設備までLPガス 業者 が負担して、見かけ の賃 料を安くしておきな がらLPガス料金で消費者 に
負担させるというこ とに なりますと、これは 不公 正な欺瞞的な取引と 言え るのではないかと思 い
ます。これ自体、禁 止す ることがむしろ相当 で、 業者の意見もこうい った 業界の慣行自体何と か
してもらいたいとい う声 が多く上がっていま す。
特にこの（３）と （４ ）については、経済 産業 省のみではなかなか難し い問題を含んでおり ま
して、ぜひ消費者委 員会 や消費者庁の主導的 な役 割を期待したいと思 って おります。
６項以下は参考と して 、これまでの行政の 動き をまとめたものです 。
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７項の添付資料で すが 、（１）は私どもが やっ た事業者アンケートの生 のデータをつけてお り
ます。（２）は北海 道が消費生活モニターを 対象 に意識調査を２回や って います。27年12月と 28
年12月。最近この２ 月に 公表された28年12月 の調 査結果がここ示され てお りまして、やはり今申
し上げたような問題 点が 行政の調査でも示さ れて いるという結果にな っているところです。
以上でございます 。あ りがとうございまし た。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

それでは、御質問 、御 意見のある方は発言 をお 願いいたします。
なお、今回は消費 者委 員会の委員だけでは なく て、実は公共料金等 専門 調査会からも委員に お
いでいただいており ます ので、もし何かこの 際、 御発言いただけるよ うだ ったらお願いいたし ま
す。
大森委員、どうぞ。
○大森委員

消費者 ネッ ト・しがさんにお聞 きし たいのですけれども 、全 国の１％の規模とお っ

しゃりながらも、すごく市 それぞれに独自の先 進的 な取組をいろいろさ れて いるかと思うのです。
野洲市以外でも、高 島市 も住民の自主性で地 域の 見守りがすごく進ん でい ることをこの前の地 方
消費者フォーラムで も発 表していただいて、 みん な感銘を受けており まし た。
湖南市は消費生活相談 員が１名なので、消 費者教育までできないと いう ことで、私が所属し て
いるNPOが学童保育と 知的 障害のある作業所な どに 出前講座に行くとい うよ うな連携をしたり 、そ
れぞれに、もともと琵琶 湖のことがあって住 民の 意識が高くて行動的 な方が多いのかもしれま せ
んが、非常にそれぞ れの市の実情に応じた取 組を 上手にされているな とい つも感心しているの で
すけれども、特に野 洲市 の訪問販売業者の登 録制 というのは画期的で 、す ごくいいなと思って い
るところです。
兵庫県も、条例と 公式 見解の発言が違うの で、あのステッカーは何のた めにあるのだという よ
うなところが非常に 問題 で、そもそも登録制 にす れば、そういう問題 も解 決できるのではない か
なと思ったりするの です けれども、やはりい ろい ろ難しい課題とかが ある と思うのです。登録 制
にするための課題と かが あれば、教えていた だけ たらと思います。
○弁護士／NPO法人消 費者 支援ネット・しが土井代表

野洲市は大分、消費者行 政に携わっている

人もユニークですし 、市 長も割と理解のある 人で 、やろう、やろうと いう ことで市役所の中で 盛
り上がって、特にそ んな に反対もなく、パブ リッ クコメントもそれを やっ た時点では反対の意 見
もなく、うまくいっ たよ うです。運用は今始 まっ たところなので、こ れか らなので、どうなる か
分かりませんけれど も、やろうと思ったらや れる のではないかなとい う感 じです。
ただ、訪問販売な どを やっている事業者か らす ると、やはり相当抵 抗は、本当はあるのだろ う
と、心情的にはある と思 うのです。ただ、野 洲市 が一生懸命今アピー ルし ているのは、これは 訪
問販売をやめさせる ため の条例ではありませ んと 。ただ、自信を持っ てい いものを販売して、 自
信を持って適正な販 売方 法を採っていると胸 を張 って仕事をされる事 業者 さんであれば、堂々 と
登録していただいた らい いのではないですか と。 実際、いわゆるいろ いろ な分からないもの、 浄
水器を売って歩くと か、 そういう事業者ばか りで はなくて、いろいろな訪 問販売が確かにあり ま
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すので、今どういう こと が消費者の中で問題 にな っているかという情 報提 供も登録していただ け
ればしますというこ とで 、三方よしと滋賀県 は言 いますけれども、消 費者 もいいし、事業者に と
ってもいいし、そう する と世間のみんながい いと 。そういう形で、必 ずし も事業者を敵視する よ
うなものではありま せん ということを今一生 懸命言いながら登録を促 して いるところです。
あと、野洲だけで はな くて、高島もそうな ので すけれども、いろい ろな ところでそれなりに 取
組をやっているほう なの かなとは思いますが 、先ほ ど飯田さんからもお話が ありましたけれども、
福祉の組織というか シス テムがまず動いてい て、 そこに消費者の話を 乗せ ていくというか、盛 り
込んでいくというス タイ ルが確かにやりやす いか なと思います。例 えば滋賀 の真ん中の大津市は、
同じ建物の中に地域 包括 支援センターもあり 、社 会福祉協議会もあり 、消 費生活センターもあ る
のです。地域包括のとこ ろに、特に高齢者な どでいろいろ問題を抱え た人 の相談が持ち込まれ て
くる。そうすると、 福祉 的なサービスをこん なふ うやったらいいねと いう ことは地域包括でや る
わけですけれども、同時 に日常の見守りが必 要で あれば社会福祉協議 会に それをつないで民生委
員さんとかにも見守 って もらうように手配を する。同時にその人が何 か消 費者の問題を抱えて い
れば消費生活センタ ーに も連れてくる。同じ 建物 の４階と５階で１人 の人 を連れて行ったり来 た
りしているわけです 。ど こかの部屋を使って３者 でその人を真ん中に 置い て会議をやるという よ
うなことは日常的にやっ ているので、ボリュ ーム 的には福祉の関係者 のほ うが消費者の関係より
もずっとマンパワー は大 きいですから、そこ に乗 っかっていくという のが やりやすいかなと。 そ
れはあちこちの自治 体で やっていると思いま す。
○河上委員長

ほか に。

蟹瀬委員、どうぞ 。
○蟹瀬委員

大変詳 しい 説明をありがとうご ざい ました。

私のほうから１つ 感想 と２つ御質問がある ので すが、この「高齢者を消費 者トラブルから守る」
ハンドブック、じっ くり読ませていただいて 、大 変おもしろかったで す。 よく分かりました。実
際の事例が書かれて いるよりも、逆にそれが こう やってまとめてある と、 こういうケースでだ ま
されるのだなという のが しっかり頭の中に入 って くるハンドブックになっ ているかと思うので 、
ぜひこういったハンドブ ックを全国的に共通 で皆 さんが共有なさるよ うな ことがあるといいな と
思いながら見させて いた だきました。
この言葉の中に、 成年後見人とかいろいろ な言 葉が出てくるのです けれ ども、恐らくそうい う
こともシルバーにと って は分からないことが いっ ぱい入っているかと 思い ますので、そういう こ
とに対しても質問し てい いですよというよう なこ とも書いていらっし ゃる と、もっといいのか な
と一つ思いました。
それから、見守り サポ ーター証です。これ はこ んな小さなことなの です けれども、こういう 見
守りサポーター制度 とい うのがあって、そう いう 人たちがいるのです よと いうことが全国的に 車
の若葉マークみたい にな るといいなと、ちょ っと 思っているのです。自動 車で若葉マークとか シ
ルバーマークとかが つい てきて、あのマーク を見 ると、これにはシル バー が乗っているなとか 、
初めて運転する人が 乗っ ているなというのが分か るので、ああいった もの で、こういうものを見
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せられて、私はサポ ータ ーですよということ が立 証されていけば、割 と情 報として頭の中にク リ
アに入ってくるので 、安 心してお願いができ るよ うになるかなと思っ てい るのです。
今のところ、こち らが 全国でお作りになっ たも のと神戸でお作りに なっ たのと、色は一緒な の
ですけれども、認知 の仕 方が非常に難しい形 にな っています。ですか ら、今後、私たちも何かお
手伝いをすることが あれ ば、それが全国区に なる ようにというお手伝 いが できるかもしれない で
すけれども、そうい った 全国区になるような 、見 てすぐにこの人たち が私 たちを助けてくれる 人
なのだなということ が分 かるような形になる とい いのではないかと。 もし そういうことで何か 御
希望があれば、少し 聞か せていただければい いか なと思います。
最後にもう一つだ け、 違う話ですが、LPの 話で す。北海道でLPが非 常に 高いということなの で
すが、実は長野県が 非常 に高いのですね。長 野県 のほうに聞きますと 、何 で高いのですかと聞 い
たら、北海道と一緒 です と言われてしまうの です ね。おっと思うので すが、私もLPガスの使用 者
としていつも思うの は、 どうやったら下げら れる のだと。どうやって交渉 したらいいのだろう と
いうことを、いつも ここ で悩んでいて、お店 の方にお話をしても、上 が決 めていますのでよく分
かりませんと言われ てし まいますし、こちら もガ スをとめられてしま った らどうしようと。そ れ
から、今、LPガスもコン ピューターで制御さ れて いて、なくなったら 補充 に来るというような 形
があるところがあり ます ので、そうすると補 充さ れていることも気づ かな いうちに補充されて い
るという状況の中で 、請 求書だけがやってく る。そういったことが結 構あ りますので、もし北 海
道の中で何か解決法 とか 、このようなことが今後 考えられて、私たち がそ れに何かお手伝いす る
ことがあるようであ れば 、そのことも聞かせ てい ただければと思いま す。
○河上委員長

それ では 、質問ごとにお願い しま す。

○一般社団法人神戸 市老 人クラブ連合会眞田 事務 局長

大変希望を抱 いて いただいているのは あ

りがたいのですけれ ども 、実際に今、我々が サポ ーター養成講座でや って いる皆さんは、本当 に
普通の高齢者の方な ので す。普通の高齢者の 方が 自分たちの会員さんと話 をするときに、これ は
どちらかというと証 明書 というよりも、自分 たち はこういうつもりで 頑張 りますよというモチ ベ
ーションを上げるた めのものと理解していた だい たほうが正しいと思 いま す。なぜかといいま す
と、後ろに役割とか をこ ういうふうに書きま した ね。ああやって具体 的な ことを書かせていた だ
いて、そこには入っ てい ないのですけれども 、ど ちらかというとそち らの 位置づけが強い。だ か
ら、あなたは見守りサポ ーターでどこに行っ ても 活躍してくださいね とい う、正直言いまして そ
こまでの能力の養成 にはなれないのです。そ れは 行政がやるべきこと なの だろうと思って、そ の
行政の代表者である方に 講師には来ていただ いて いる。だから、老人 クラ ブの皆さんがやれる の
は、自分たちででき るこ とをしましょうとい うこ とでやらせていただ いて いまして、そういう 養
成をまずはやってい こう ということだと思い ます 。
おっしゃっていた よう に、全国的にそうい うも のがあれば、それは それ でいいのでしょうけ れ
ども、その場合に警 察との 連携は必ず要るのだ と思 います。犯罪被害がなかな かなくならないし、
新しい形態が出てく ると いうことについては 、本 当に日進月歩で戦っ てい かないといけないこ と
だろうと思いますの で、 その辺の連携を警察 、そ れから行政で、あと は誰 がやるのかというこ と
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になりますが、我々 はで きる限りの範囲でや ると いう三位一体の関係 かな と思いますので、そ の
辺までがまずとりあ えず の目標かなと思って いま す。
○公益財団法人全国 老人 クラブ連合会河野参 事
○河上委員長

つけ加えていいです か。

お願 いし ます。

○公益財団法人全国 老人 クラブ連合会河野参 事

今、神戸市老連もお っし ゃいましたように、自

分たちでできる範囲 のこ とをやっていくとい うこ とで考えてまして、「認 知症サポーター」と い
うのを皆さん御存じ でし ょうか。あのオレン ジリ ングは、講習を受け て、 自分たちは認知症の 人
たちのことを学びま した よ、何かお手伝いす るこ とがあれば…と示し てい るものです。見守り サ
ポーターも同様の感 じで 広げていければ良いなと 全国老人クラブ連合 会で は考えています。
それを後押しして いた だいて、老人クラブ だけ でなくもっと多くの 人に広げていければいい の
ではないかと考えて いま す。助けられるまで はい かないけれども、見 守る ということで資料をあ
げたりとか、地域の 高齢 者のところに不審な 人物 の訪問などがあった ら、警察に行ってお話し し
たりして、関係機関 との つなぎ役になれれば良い なと考えています。なか なかちょっと後押し し
てくださる人が見つ から ないのが今の状況で ござ います。
○河上委員長

では 、北 海道さん、お願いし ます 。

○適格消費者団体特 定非 営利活動法人消費者 支援 ネット北海道道尻事 務理 事

LPガスの関係で す

けれども、まず、北 海道 の価格がなぜ高いか とい うところで言われて いま すのは、広大な面積 を
抱えておりますので 、運搬 のコストが特に地方 だと 多くかかるのだとい うこ とが１つ言われます。
もう一つは、北海道 の場 合、灯油がかなり使 われ ていますので、LPガ スを 一応契約はしている の
だけれども、使用量 とし ては余り使わない家 庭が多い。こういうこと が料 金の高い理由なのだ と
説明をされています 。
高い料金を押し下 げる 方策なのですけれど も、 いい方法があったら むし ろ教えてもらいたい な
と思って来たのです が、 １つ、頭の中で思っ てい るところで言います と、 今、御説明したよう な
諸設備の費用とかが、LPガス料金に含まれな いよ うにするということ があ ります。あるいは、原
料価格が下がっても 値段 が下がらないという おか しな現象が起こっており 、灯油やガソリンな ど
ですと、そこが連動 して 下がるわけですが、 なぜ かLPガスは下がらな い。 これは価格調査から 明
らかに出てきている ので、そういったところな どを 使いながら、これも 先ほど 少し触れましたが、
適正料金というとこ ろに 一定の枠をはめると いう 荒療治も必要なので はな いかと思っていると こ
ろです。
ただ、本筋からいいま すと、といいますかどれ が本筋かあれですけ れど も、自由競争で価格 が
下がっていけば一番 望ま しいのかもしれませ ん。 そういった意味では 、地 方も含めて競争業者 が
あらわれて、そこが ちゃ んと適正価格で売っ てく れれば、少なくとも 持ち 家で、自分で業者を 決
められるような方で あれ ば、そこで契約を変 更す ることによって値段 は下 げられる。それによ っ
て今まで高かった業 者も 下げざるを得ないと いう 状況はあるのかなと 。
ただ、ここにやは り問 題がありまして、参 入障 壁的なものですね。 どう いうことかといいま す
と、私もそんなに詳 しく は知らないのですが 、北 海道で生協が今、ガ スの 販売を進めていこう と
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しているわけですけ れど も、LPガスの供給販 売を していくには中継基 地の ようなところが必要 な
のだそうです。とこ ろが、その中継基地みた いなところがなかなか、 今あ るところは使わせて も
らえないという問題 があ って、やりたくても なか なかスムーズに拡大して いけないのだと、こ う
いう問題があると聞 いて います。この辺は行 政でいろいろ対処できる よう な問題なのではない か
と思っているところ です 。
以上です。
○河上委員長

池本 委員 、どうぞ。

○池本委員長代理

池本 でございます。

これは滋賀、石川 、大 阪のそれぞれの御報 告に 関連して問題意識を お伝 えし、ちょっとコメ ン
トいただければと思 うの ですが、安全確保地 域協 議会の設置がなかな か進 んでいないというこ と
がありました。1,700を超 える基礎自治体の中 で、昨年段階で20ほどし か広 がっていないという 、
ほとんど反応が見え てい ないのが実情で、ど うし たらいいかというの は非 常に深刻な問題だと 思
うのです。そこの根 本的 な問題は、特に市町 村の 消費者行政の職員が全然 増えていないし、あ る
いは兼務ばかりで消 費者行政が位置づけられ てい ないというところ、 ある いは何をしたらいい か
という役割がきちん と伝 わっていないという とこ ろにあるのではない かと思うのです。地域協 議
会というのは福祉と の連 携を図るところです が、 消費者教育の学校教 育と連携をする場合も、 福
祉にしろ、学校教育にし ろ、膨大な組織体制 のあ るところと消費者行 政と いう弱小の部門がそ こ
へかかわっていくと いう ことで、全然調整し よう がないという感じで 手が 届いていない。それ の
端的なあらわれが、 地域 協議会の設置が不十 分で あり、あるいは学校 教育 の中にきちんと手が 伸
ばせていないという こと にもあらわれている ので はないかと思うので す。
その意味で、例え ば滋 賀で市町村を訪問してい ろいろ実情調査をさ れる ときに、職員の配置 の
問題をどうしたら動 いて いくのかということ につ いても、ぜひ意見交 換を していただければと い
うところがあります し、あ るいは石川県では 、相談員 、職員との意見 交換を昨年というか今年度、
実施されている。そ うい うところでは、職員体制 の拡充強化のことは何か 話題になっているの か
どうかというところ につ いて、お伺いしたい。
そして、大阪は、 かな り深く分析をなさっ てい ますが、消費者行政 職員 の拡充強化のために 何
をすべきなのか。こ れは 国としてすべきこと と、 自治体としてすべき こと について、何かあれ ば
お伺いしたいと思い ます 。
○河上委員長

それ では 、滋賀からお願いし ます 。

○弁護士／NPO法人消 費者 支援ネット・しが土井代表

消費者安全確保地 域協 議会は、このままで

いくとすごく悲惨な こと になりそうな、数で 言う とそうなのですけれ ども 、恐らくこういうふ う
にやったらいいのだ よと いう具体的な成功の イメ ージが全然持ててい ない ので、何をやってい い
か分からないという のが 今の段階だと思うの です。どこかでモデル的に 、こう いうふうにやって、
こういう成果が上が りま したよということを 具体 的に提示していただ かな いと、さあ、法律が で
きましたから各自治 体で やってくださいと言 われ ているだけだと、今 の状 態は余り変わらないの
ではないかなと。
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ちなみに、また野 洲市 なのですけれども、 野洲 市はこの間、告示を作っ て、さあ、いよいよ や
るよという形になっ てき たのですけれども 、それで もそんなにまだ形はでき ていないわけですね。
だから、これは消費 者庁あたりがモデル事業 とい うか、法律ができて から のモデル事業という の
も変な感じがします が、 自治体のお手本にな るよ うなものをどこかで てこ 入れしてやっていた だ
いて、それをみんな がま ねするというか、そ のよ うにしないと前に進 まな い感じはします。
現場では、多分、 具体 的にだからどうする のと いうイメージが全然 持て ていないと思います 。
○河上委員長

石川 はい かがですか。

○NPO法人消費者支援 ネッ トワークいしかわ青 海理 事・事務局 長

石川の場合 は、池本委員がおっ

しゃるように、消費 者行 政の担当課が弱小で ある 、人員も少ない、予 算も 少ないということで 言
うと、発言力がない とい うのが主な原因かな と思 っています。
今、例えば福祉も そう ですし、防災に関し ても 受援者、援助を受け る人は同じ対象なわけで す
ね。ですから、組織 的に はほぼかぶるのでは ない かと思いますので、 そう した横の連携が課題 で
あろうかと思います。行 政のタコつぼを横に つな ぐという竹串は、私たち 民間がつなげないと な
かなかつながらない とい うのが今の実態です 。石 川県内でも１つ地域 協議 会ができたという話 を
つい最近聞いたとこ ろで すので、そうした成 功事 例を広げていくとい うこ とは、おっしゃるよ う
に大切かなと思って おり ます。
○河上委員長

それ では 、大阪、お願いしま す。

○全大阪消費者団体 連絡 会飯田事務局長

わ ずか ３例なのですけれど も、この３つの市は、大 阪

府内で言うと人口規 模の 少ない小さい市なの です 。５万人から20万人 いる かいないかという、 い
わば行政の組織自体 とし ても小ぢんまりとし てい る。例えば堺市のよ うに80万人いるとか、大 阪
市のように260万人い ると か、そういう大きな自治体というよりも、５万人から 20万人ぐらいの小
ぢんまりとした市で まず 始まっているのです 。
もう一つ共通して いる のは、トップダウン なの です。消費者行政セ クシ ョンの課長が福祉部 局
の課長とすぐ連絡を とり 合えるかというと、 そん なことはなくて、し かも 、地理的に離れていれ
ば余計にそういう機 会はありません。やはり トッ プダウンが契機です 。例 えば和泉市などで言 う
と同じフロアの同じ 部の 中に福祉部局と消費 者行 政部局が存在して、 同じ フロアで仕事をして い
るのです。交野市な ども 、もともとは消費者セン ターが本庁にあった のを 、トップダウンで別 の
ところにある社会福 祉部 局が集中していると ころに持ってきて、つな がり ができた。ある意味 ト
ップダウンで方向づ ける ことによって、現場で仕 事がしやすくなると いう特徴があるのですね 。
大阪府内だけでは多分 ないと思うのですが、今 、そういう形で協議 会の設置に向けた模索が さ
れている中で、そのほと んどが福祉部局との 連携 を考えているという こと なので、それは別に 大
阪の特殊性ではなく て、 多分全国共通になる のだ ろうなと私は考えており ます。
先ほどの中小の３ つの 市ですけれども、消 費者 行政セクションは兼 任で 、専任者がいないと い
うところで始まって いる のです。なので、必 ずし も専任者がいないと 進ま ないということでは な
いのです。でも、私 たち が苦労しているよう に、 消費者行政セクショ ンの 体制はやはりまだま だ
貧弱で、そこの自治 体で の体制拡充というの はな かなか見通せないの が現 状です。
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加えて、推進交付 金が もうすぐ終わってし まう 。昨日からまた次の 対策 の検討会が始まって い
ますが、やはり自治 体の 消費者行政を支援す る国の施策というのは、 今ま での延長が必ずしも い
いとは言いませんが 、何らかの手当てはやは り継 続して必要になると いう のは明らかではない か
と思います。
あと、わずか半年 ぐら いの経験なのですけ れど も、逆の発想といい ます か、消費者行政セク シ
ョンからどうしよう とい うふうに発想するよ りも 、福祉部局の仕事と して 消費者被害防止を位 置
づけるというふうに 転換 すると、全然違った 発想 になるのではないか とい うのも考え始めてい る
ところです。行政職 員か らすると、そんなこ とは あり得ないみたいなこと になるのかもしれま せ
んが、しかし、市民 から 見れば全然そんなこ とは 関係ないわけで、福 祉部 局がやっていること の
中に消費者被害防止 のた めの取組を私たちが やる のですというふうに 言っ たとしても、何ら違 和
感はないわけですね 。そ こがそういう発想に 切り かわることができな いだ ろうかと、ちょっと思
い始めています。
○河上委員長

よろ しい ですか。

池本委員。
○池本委員長代理

あり がとうございます。

最後におっしゃっ た飯 田さんから出た、福 祉部 門がもっと消費者被 害の ことに目を向けると い
うのもまさしく大事 な観 点だと思うのですが 、実 は高齢者虐待防止法 の中 では、消費者被害と い
うのも財産的虐待の 一つ だというふうに法律の規 定の中には入れてあ るの です。ただ、それがや
はり現場でつながっ てい ない。福祉と消費者 がつ ながっていない、そ この 原因がどちらにどう あ
るのか。福祉のほう から もっと言ってもらえ ばい いのか、消費者行政 から言っていけばいいの か
がなかなか見えない とこ ろなのですね。
そういう意味で、 これ は北海道消費者協会の委 託事業なので、御存 じか どうか分からないで す
が、昨年夏に私が聞 いた ところでは、北海道 が消 費者協会に委託事業 とし て、安全確保地域協 議
会設置の推進員を配 置し て市町村に働きかけ をす るというふうにして 、結 構動きが出始めている
と聞いたのです。そ の後、何か成果が上がっ てい るのかどうかという こと を、もし御存じであ れ
ば教えていただきた いと いうのが１つ。実は、北 海道に推進員という のが あるよと聞いたので 、
埼玉県でも委託事業 でや ってくれと言って秋 に導 入したということが ある ので、先輩の北海道が
どうなのかなと、も し情 報があれば教えてい ただ きたいというのが１ つで す。
それから、これは老人 クラブ連合会あるい は神 戸市の取組について お伺 いしたいのですが、 高
齢者の見守りサポー ター というものが、先ほ ど神 戸市では市のセンタ ーの 所長さんの講話が位 置
づけられているとい うこ とですが、その後の 活動 で地元の消費生活セ ンタ ーと継続的なつなが り
があるのかどうか。ある いは全国的に50の都 道府 県・政令市と書いて ある 、これは政令市を含 ん
で50ということだと 思う のですが、都道府県 レベ ルで言うと幾つなの か。 と申しますのが、消 費
者庁が調査している消費 者行政の現況調査に よる と、30の都道府県レ ベル で何らかのサポータ ー
を配置しているとい うこ とで、今の老人クラ ブ連 合会で育成している数字 が消費者行政で把握 で
きていないのではな いか と思うのです。その 意味 で、消費者行政との つな がり、パイプがどの程
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度になっているのか とい うことについて、もしお分 かりであれば教えて いた だきたいと思います。
いずれも現実に把 握し ておられるかどうか分か らないところについ ての 質問で申しわけない の
ですが。
○河上委員長

では 、北 海道のほうから、分 かる範囲で結構ですので 。

○適格消費者団体特 定非 営利活動法人消費者 支援 ネット北海道道尻事 務理 事

せっかくの御質 問

なのですけれども、 正直余り把握していない ので 、ここで御説明でき るほ どの状況は分からな い
ものですから、また 別な機会にさせていただけれ ばと思います。
○河上委員長

あり がと うございます。

では、老人クラブ連合 会。
○公益財団法人全国 老人 クラブ連合会河野参 事

私ども全国老人クラ ブ連 合会は、47の都道府 県

と、16の政令指定都 市の63の組織で構成され ていま す。その内、50の組 織でモデル事業を行いま
した。
消費者行政とのつ なが りですが、モデル事 業で は、神戸市老連がお 話し になったとの同じよ う
なカリキュラムで見 守り サポーターを養成してお ります。その際、消 費生 活相談センターと警 察
の両方にお越しいた だい て、お話を聞いて、サポ ーターになっていま す。けれども、１年後継 続
しているかというと 札幌 市や神戸市などでは続い ているのですけれど も続 いているところは少 な
いです。私ども では、や っ たという満足感で 、次につ ながっていないので はな いかということで、
来年度簡単なアンケ ート 調査をしようと思っ てお ります。
なぜ続かないかと いう と、その一つの理由 とし ましては、高齢者自 身が聞いているだけで消 費
者被害防止の取り組 みを「やっている」とい う感覚があるということ です 。主体的な取組では な
いけれども「やって いる 感」はある。これを どう 意識転換していくの かが 、先ほど申しました よ
うに問題であるとい うこ とです。
あと、適切ではな いか もしれませんけれど も、 せっかく見守りサポ ータ ー養成で行政や消費 生
活相談センターや警 察と のパイプを持ったに もか かわらず、２年目、３年 目というところでのア
プローチが関係者の 方々からもないという状 況で は、お互いに意識転 換に なっていないのでは な
いかと思っておりま す。
○一般社団法人神戸 市老 人クラブ連合会眞田 事務 局長

神戸市の実情 を少 し御理解いただこう と

思うのですけれども 、た またま消費生活セン ター という組織と我々の 神戸 市老人クラブ連合会 、
KOBEシニアクラブの 事務 所が同じ建物に、総 合福 祉センターという中 にあ りまして、もちろん市
の職員とのことです から 、普段からいろいろ 行き 来がありました。26年度 から始まりましたこ の
見守りサポーター、 どう しようかという中で 、当 クラブとしてもどこ まで やれるか余り自信はな
かったのですが、神 戸市 の消費セクションが ぜひ やりたいということ で、 どちらかというと向 こ
うが積極的にやりた いと いう意思表示をされ てき ました。
28年度までの３カ 年だ ったので、一応うち の目 標は２カ年で全クラ ブに サポーター２人とい う
目標を立てて、96％ぐら いまでの達成率だっ たのですけれども、29年 度は どうするかなという 話
をしかけたころには 、市 のほうから、ぜひ老 人ク ラブでやってほしい とい う申し出と言ったら 変
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なのですけれども、 そう いう期待がありまし たの で、では29年度は３ 回や りましょうかという こ
とで、28年度より増 えたと。
経費的なことはも ちろ んあって、全老連か らの補 助金は１年目だけな のですけれども、その後 、
当然経費は要りますが、 会場代とかもろもろ の経 費とかは基本的には 市の ほうが持っていただ い
ています。センターとい うだけで、政令指定 都市 なのですけれども、１カ 所だけなのです。こ れ
は消費のいろいろな 相談 窓口でもあるのです けれ ども、片方で行政の 取組として出前トークと い
うのをやっていまし て、 要望があればいろい ろな 地域団体のところに 行政 の説明をしますよと い
うことで、部局に限 らず 出張して説明会を開 くの ですけれども、この 消費生活センターの所長 さ
ん、先ほども申し上 げま したように割かしお 話が 上手なので、ぜひう ちに も来てほしいという こ
とで具体的に何カ所 か呼 ばれて、当クラブもそう ですし、関係ないと ころ でもそういうお話を さ
れていると聞いてい ます 。
ですので、そうい う中 で市のセクションが 積極 的であったというこ とと 、我々はもともと福 祉
関係のセクションの 補助 金とかそういう形で スタ ートしているので 、この事 業をやり出してから、
消費セクションとの つな がりが深くなってき てい るというのが現実で ござ います。ですから、大
阪さんが言われたよ うに 、行政がどういう取 組を するか。消費はどち らか というと軽いセクシ ョ
ンが多いと思うので すけ れども、それがこう いう 新たな現代的な問題 につ いてどう取り組めるか
という意気込みの問 題だ と思うので、それが 福祉 セクションを乗り超 えて 、こういう我々の団 体
にまでお話が来たと いう のが現実だと思いま す。
○河上委員長

あり がと うございました。

ほかの委員の方で もし 何かまだ御意見があ る方 がいらっしゃれば、 お願 いします。いかがで し
ょうか。
LPガスの話が北海 道さ んなどからも出まし たけ れども、もし公共料 金専 門調査会のほうでの お
考えというか、今、聞い ていて御意見があれ ば、 お願いします。
○公共料金等専門調 査会古賀委員

本日は特 別に 公共料金等専門調査 会か らも出席をさせてい た

だき、ありがとうご ざい ました。大変貴重な お話 をお伺いできて、単 なる 意見交換会ではなく て
ヒアリングにも準ず るも のだと思いました。
私たちは、LPガ スの問題 はやはり消費者問題 とし て非常に大きな問題 だと思っているのですが、
エネ庁さんや業界の方の 説明資料に比べても、本 当にこのブックは非 常に よくできていて、現 状
と消費者側の対応策まで 含めた問題点も全部 入っ ているので、ぜひこ の問 題については公共料 金
等専門調査会のほう でも 共有させていただき たい と思っています。
それから、今、液 石法 （液化石油ガスの保 安の 確保及び取引の適正 化に 関する法律）などで ガ
イドラインを変えた りし ているのですけれど も、や はり法的な対応が必 要だ という御指摘の点と、
公共料金等専門調査 会と いうのは御承知のよ うに 物価問題に関する関 係閣 僚会議等の中での限 定
的な問題しか今のと ころ 取り扱えない立て付 けに なってはいるのですが、 今回、電気・ガスが 自
由化されて、LPガスと電 力会社との合弁とい うか 、併売のようなこと もど んどん進んでまいり ま
すので、やはりLPガ ス自 体の料金や契約の適 正化 とか消費者の選択す る権 利がきちんと選べて い
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けるかということも 含め て総合的に考えてい く必 要があると思います。LPガス問題もぜひ公共 料
金等専門の中で一つ の位 置づけをして、対応 して いくように建議する か、 もしくは消費者関連 法
全体の中で、例えば 書面 交付とかいろいろな制度 の活用で対応できる かの 整理も含めて消費者 委
員会のほうでも御対 応い ただきたいと思いま す。
それから、飯田さ んの 資料でありましたよ うに、今、消費者団体が 電気 ・ガス、いろいろな 問
題について取り組ん でい るのですけれども、LPガ スについても、やは り併 売の問題とか、電力 ・
ガスそのものについ ての 料金の明確化なども 問題 として取り組んでいって いただきたいと思っ て
いることと、それか ら、貫徹委員会の審議内 容に ついては、今のとこ ろ消 費者委員会系とかい ろ
いろなところで話題 には なっていないのです が、託送料についての問 題も、電力託送料金に関 す
る調査会というもの がで きておりますので、また その中での議論がで きる ことになるといいな と
考えております。
それから、全然分 野が違 うのに差し出がまし く恐 縮なのですが、野洲市の事 例についてですが、
私は二十数年前、マ ルチ 商法の被害救済問題 に取 り組んでいたときに 、特 に滋賀県で公務員の 方
がマルチ商法をして いる ということを、公務 員の 服務規程とかそうい った ものからいろいろ問 題
にした経緯があります。 ４〜５日前にも消費 者庁 のほうから野洲市に悪質 名簿を提供されたと い
う報道がありまして 、そ れはもともと野洲市 がそ うした業者を登録制 にし て、業者がかなり特 定
されることで、被害発生 がある程度情報化、 共有 化されていることに よっ て、そういった名簿 と
いうか、よくカモリ スト とかありますけれど も、 逆に「悪質業者防止 リス ト」みたいなものを 消
費者庁のほうでも情 報提 供等対応して、連 携してい かれるといいのでは ない かと思いましたので、
ぜひ御検討いただき たい と思いました。
○河上委員長

どう もあ りがとうございまし た。

大体予定していた 時間 になってしまいまし たけ れども、最後にこれ だけ はという方がいらっ し
ゃったら、いかがで しょ うか。よろしゅうご ざい ますか。
どうもありがとう ござ います。まだまだ議論した いことがたくさんあ るか と思いますけれども、
このあたりで今日は締め にしたいと思います 。
先ほどから話があ りま したけれども、消費 者関 連行政機関というの はま だまだ立ち上がって ７
年、小さい子供がや っとひとり歩きをでき始 めた という段階でして、消費 者法制そのものも全 体
的枠組みはできたと ころ ですけれども、細か いと ころの肉付けはまだ まだ できていませんし、 執
行になるとちょっと おぼ つかないところもた くさ んあります。消費者 庁と いうのは手足のない 機
関でもあるために、 これ からの消費者政策を 実効 的に動かしていこう と考 えたときには、地方 自
治体が元気になって もら うというのは不可欠 なこ とであります。地方 行政 も消費者問題に余り お
金をかける余裕が今 はな いということになる と、 地方もなかなかうま く動 かないということに な
ります。それだけに、行 政だけではなくて、 消費 者団体にも一肌脱い でも らって、大きな役割 を
果たしていただく必 要が あるのだろうと思い ます 。
消安法で消費者安 全確 保地域協議会が予定 され て、そういうところ が核 になって、いろいろ な
活動ができるように と立 て付けはしたものの 、こ の間、そういえば消 費者教育推進会議が地方 に
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要求されたなとか、 その 前にも消費者何とか 会議 というのがあったな とい うことで、似たよう な
人が毎回ちょっとず つ引 っ張られて苦労して いる という話もあります 。た だ、そうはいっても や
はり消安の確保協議 会が 全国にでき上がると いう ことが、これからの 消費 者行政にとってはか な
り重要な課題になる わけ でありまして、特に福祉 部門と教育部門、警 察と いったセクションと 消
費者関連の団体がう まく 連携することが何よ りも肝心であります。
今のところは、た また まの規模の問題であ った り、あるいは人の問 題で あったり、トップの 意
識であったりで、偶 然に して二十数団体が何 とか できているというこ とで すけれども、これは 偶
然ではだめなので、 きち んと組織立った動き をし て、この協議会を育 てな いといけないという こ
とであります。国の 支援 とか、あるいは経済的な 手当てといったこと につ いては、委員会とし て
もしっかりと後方か ら支 援しようと思います 。
もう一つ、今日感 じま したのは、老人クラ ブが 大変すばらしいと思 いま した。高齢者の生活 と
いうのは実はトータ ルに 衣食住全部あるわけ です 。消費者問題という 形で高齢者の問題が表に 出
てくるのは市場とのわず かな接点しかないの です 。その意味では、高 齢者 の生活全体を包み込 ん
でいろいろな問題を 扱っ ておられる老人会が 消費 者問題に対しても高 い意 識を持っていただい て、
各地域の消費者団体 など に働きかけてくださ って いるということが分 かっ たので、これからは む
しろそういうところ の方 々に一踏ん張りしていた だくのがいいのでは ない かという気がいたし ま
した。
もう一つ、LPガス の問 題に関しては、先ほ ど古 賀委員からもお話が あり ましたけれども、電 力
料金の自由化のとき に消 費者委員会としても 料金 システムの透明化で あっ たり、あるいは選択 権
の実質的な確保のた めの様々な手当てについ て考 えてくださいということ を何度か申し上げた 記
憶があります。今回 のLPガス自由化問題につ いて も恐らく同じ問題が 潜ん でいるということで 、
公共料金等専門調査 会で も御検討いただけるよう ですけれども、消費 者委 員会本会議でもこの 問
題については更に検 討を する必要がありそう です。先ほど自由料金制 の見 直しも必要なのでは な
いかという話になっ て、 これは大きな話にな りま すが、しかし、いろ いろ な可能性を検討して み
たいと思います。
皆様におかれまし ては、お忙しい中御出席 をい ただきまして、大変 貴重 な御意見をありがと う
ございました。
本日出されました御意 見、御要望につきま して は、また今後の委員 会運 営の参考にぜひさせ て
いただきたいと思い ます 。

≪３．閉会≫
○河上委員長

それ では 、本日はこれにて閉 会と させていただきます 。お 忙しいところをお集 ま

りいただきまして、誠に ありがとうございま した 。
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