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≪１．開会≫
○髙委員長

時間に なり ましたので、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」

を開催させていただ きま す。
本日は、皆様、お 忙し いところを御参集い ただ きまして、ありがと うご ざいます。
初めに、配付資料 の確 認につきまして、事 務局 よりお願いいたしま す。
○丸山参事官

お手 元の 議事次第の下部に配 付資 料一覧を記載してお りま す。

資料１から資料６ とな っております。
もし不足がござい 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≫
○髙委員長

それで は、 議事に入ります。

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 に、消費者団体を初めと し
た関係団体等の皆様 より 御意見、御要望をお 伺い するとともに、委員 との 意見交換を行ってお り
ます。
本日は、その一環とし て 、NPO法人消費者ネット ワ ークかごしま様より、理 事 長で弁護士の森雅
美様。
NPO法人なら消費者 ねっ と様より、理事長で 弁護 士の北條正崇様。
NPO法人消費者市民 サポ ートちば様より、副 理事 長で弁護士の常岡久 寿雄 様。
とちぎ消費者ネッ トワ ーク様より、代表の 山田 英郎様。
富山県消費者協会 様よ り、事務局長の椙原 真美 様。
山形県生活協同組 合連 合会様より、常務理 事の 安部芳晴様にお越し いた だいております。
皆様におかれまし ては、お忙しいところを御 出席 いただきまして、誠 にあり がとうございます。
本日の意見交換会 のテ ーマとしまして、「地方 消費者行政の現状等 につ いて」のテーマを挙 げ
させていただいてお りま す。本日は、適格消 費者 団体としての認定を 目指 して活動されている 団
体や、消費者教育や 地域 の見守り活動などに 取り 組まれている団体の 皆様 に御出席をいただい て
おります。皆様から忌憚 のない御意見をいた だき たいと思っておりま す。
御参加いただいた 団体 の皆様より御説明、 御意 見をお伺いし、その 後、 委員との意見交換を さ
せていただきたいと 思い ます。
初めに、消費者ネ ット ワークかごしま様よ り御 説明をお願いいたし ます 。
なお、大変恐縮な ので すけれども、本日は 多く の団体様にお越しい ただ いておりますので、 恐
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れ入りますが、説明 は10分程度でお願いでき ます でしょうか。よろし くお 願いいたします。
○ NPO法 人 消 費 者 ネ ッ ト ワ ー ク か ご し ま 森 弁 護 士 ／ 理 事 長

消費者ネットワークかごしまの理事

長をしております森 と申 します。
まず、消費者ネッ トワ ークかごしまの設立 に至 る経過等を御説明さ せて いただきます。
鹿児島県における 消費 者被害の撲滅を大き な目 的にいたしまして、2008年に適格消費者団体 と
しての認可・設立を 目指 して、鹿児島県の生 活協 同組合連合会が中心 とな って、弁護士、司法 書
士、消費生活相談員 の方 、学識者などに呼び かけ まして、最初は任意 団体 として設立いたしま し
た。2013年より認定 に必要 な特定非営利活動法 人を 取得するための協議 を始 めまして、その結果 、
2015年４月１日に法 人格 を取得して活動を開 始い たしました。現在で 丸３ 年になるところでご ざ
います。
主な事業内容とし ては 、資料にも書いてお りま すけれども、消費者 問題 の調査・研究、救済 及
び支援事業等、消費 者問 題のいろいろな面に 関与 して、こういった消 費者 被害を少しでもなく し
ていこうということ でや っております。
組織の概要と申し ます か、主たる事務所と しま して、鹿児島県のコ ープ の本部に一応、今の 段
階では寄宿させてい ただ いているような状態 でご ざいます。役員とし まし ては、理事として弁 護
士、司法書士、大学 教授 、消費生活相談員、生協 関係者等の７名で構 成し ております。監事が ２
名で、事務局は申し 上げ ましたように生協コ ープ かごしまに支えられ てい る状況でございます 。
その中に専門部会 を設 けておりまして、会 員の 中の弁護士、司法書 士、大学教授、消費生活 相
談員、事務局等で構 成し ておりまして、いろ いろ な問題案件を検討し 、必 要に応じてそこに問 い
合わせをした上で是 正の 申入れ等をやってお りま す。正会員が現在112名で、団体正会員が９団体、
賛助会員が57名、団 体の 賛助会員はゼロでご ざい ます。
現在の収支状況と 申し ますか、財政状況は厳し い ものがありまして、やっ と 今、200万という財
政でやっております 。
主な活動といたし まし て、隔月をめどに理 事会 を開催して、全体の 企画 とか協議、専門部会 の
いろいろな提案等に つい ての審議等を行って いま す。専門部会は４ グループ にグループを分けて、
グループの中でいろ いろ な問題を取り上げて 、そ れを持ち寄って毎月 １回 の会合を開いて協議 を
行っているという状 態で す。現在までに、冠 婚葬 祭互助会、家賃保証 に関 する件、パソコン保 守
契約、家電の長期保 証、 太陽光パネル用地売 買契 約等、スポーツクラ ブ契 約が５件、化粧品の 広
告等に関する件を５ 件、 コインパーキングに 関す る件を１件、マラソ ン大 会の募集案内が１件 な
どについて、今まで 検討 してまいりまして、 問い 合わせをした結果、 問題 だというところに申 入
れをしまして、その 中で スポーツクラブの契 約に 関しましては見直し をす るということで、２ 件
の成果がございまし た。
それと鹿児島県か ら、 消費者教育活動業務 委託 事業を2015年度から2017年度までやっており ま
して、委託を受けた 資金 をもとに「消費生活 講座」を、2016年におき まし ては県下で14か所、 19
回、徳之島とか西之 表、鹿児島県は非常に離 島を 掲げておりまして、 そう いった離島も含めま し
て開催した。鹿児島 市内 では２つの大学でも 開催 した。2017年度は、 県下 ７か所で８回、講演 会
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を１回開催しており ます 。講師は団体所属の 委員 とか地域の消費生活 相談 員で、学習講演会も 開
きまして、つい先日 です けれども、池本先生 にお 越しいただきまして 「地 域に根ざした適格消 費
者団体を目指して」という 演題でお話をいただ いて おります。2016年度 の参加 者数は延べ364名で、
2017年度の学習講演 会を 含む参加者数は210名 でし た。写真を付けております けれども、一番下に
池本先生が写ってお りま す。
そのほかに電話相 談会 を年に１回から２回 行っ ております。電話相 談も 、広告とかチラシと か
を配るのですが、なかなか110番につながる件数 は少 ないという状況であ りま す。2016年ですけれ
ども、NHKの中の「 ひるま えクルーズ」という 番組 に岩井専門部会委員 長が 出演しまして、NHK鹿
児島放送局に我がネ ット の宣伝といいますか 、そ ういったものに協力 をお 願いするとともに、 テ
レビで「消費生活講 座」を行っておりますと いう ようなことをお知ら せし ました。
その他、適格消費 者団体 連絡協議会等に参加 しま して、他の消費者団 体との 交流を深めるなど、
情報交換に努めてお りま す。
要望事項等でござ いま す。地方消費者行政 の充 実・強化に向けた支 援に ついて、これもよく 言
われているところで はあ るのですが、地方消 費者 行政の充実・強化の ため に時限的ではなくて 恒
常的な予算を付した 支援 の在り方を検討して いた だきたい。地方公共 団体 も基本的には予算の 範
囲内で、ある意味で はポ イント的な支援にな りが ちで、長期的な視野 に立 っての施策がなかな か
しづらいように思え てお ります。
適格消費者団体を 目指 す我がネットワーク もそ うなのですが、この 支援 につきまして、でき る
だけ早い機会に適格 消費 者団体の認定を受け るた めに活動しているの です が、どの程度の内容 を
伴えば認定が受けら れる のか明確な指針がな くて 、どの時点で申請す べき か、現在判断をしか ね
ているところであり まし て、聞くところによ りま すと、昨年でしたか 、沖 縄のほうで申請した け
れどももう一度やり 直し という状況もあった とい うことをお聞きして おり ますので、そのあ たり、
どういう時期で、ど のよ うにやっていけばい いの か、判断に苦しんで いる ところがあります。
また、認定を受け るた めには、様々な活動 が必 要とされると言われ てお りますが、そのため の
財政的な基盤につい ての 困難を抱えておりま す。 会員の会費だけでは 限界 がありまして、県の 委
託事業で若干の資金 を得 ることはできており ます が、その委託事業も 来年 度は半分以下の支援 に
なるということを言 われ ております。そのた め、 何か直接的な、財政 的な 支援を検討していた だ
けないものかと希望 して いるところでありま す。
本日のテーマに関 しま して、消費者教育の 点に ついて、鹿児島県や県下 の市町村で、消費者 教
育の取組がいろいろ なさ れているのですが、 私の 属する鹿児島県弁護 士会 でも、ここ５年ほど ず
っと継続して十数校 の中 学校に行きまして、 消費 者教育を、講師を派 遣し たりしてやっており ま
す。また、司法書士 会も そのような取組を結 構長 くやっておられます 。た だ、これらに関して 、
ばらばらにやってい る感 がありまして、何か 県の 行政関係とかを中心 とし て、組織立った消費 者
教育が行われれば、もっと 効率的、広範囲なも のが行 えるのではなかろう かと 考えておりまして、
この点については何 か効 果的な取組がなされ てい るところがありまし たら 、参考にさせていた だ
きたいと思っており ます 。よろしくお願いい たし ます。
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○髙委員長

ありが とう ございました。

引き続きまして、 なら 消費者ねっと様より 御説 明をお願いいたしま す。
○ NPO法 人 な ら 消 費 者 ね っ と 北 條 弁 護 士 ／ 理 事 長

特定非営利活動法人なら消費者ねっとの理事

長をしております、弁護 士の北條正崇と申し ます 。本日は、お招きい ただ きまして、ありがと う
ございました。
お配りさせていた だい ております資料に基 づい てお話しさせていた だき ます。
まず、当団体の概 要な のですけれども、設 立の 趣旨はほかの多くの 団体 と同じく、消費者が 安
心して安全に暮らせ るま ちとなることを目指 して 、消費者・消費者団 体・ 専門家・行政がネッ ト
ワークを組んで活動 して いこうということで 設立 されました。
設立経緯等ですが 、古 くは平成18年にさか のぼ りまして、地方消費 者行 政の衰退が言われて い
ましたときに、消費 者行 政を充実、強化させ てい こうということで関 係者 が集まって「奈良の 消
費者行政を考える会」と して発足したのが前 身で あります。先ほど森 先生 から池本先生のお名 前
が出ましたけれども 、当 団体も東日本大震災 の翌 日という大変なとき に池 本先生に奈良までお 話
をしに来ていただき まし て、大恩がございま す。 ありがとうございま す。 平成25年２月には消 費
者行政を考えるだけ では なくて、いろいろな活動を していこうというこ とで「なら消費者ねっと」
を設立しまして、27年９ 月にNPO法人化いたし まし た。
会員数は102名です。メ ンバーは弁護士、消費生 活 相談員等がおりまし て、活 動をしていく時期
が長くなっていくに つれ 、ネットワークの輪 が広 がっていきまして、 最近 は大学の先生であっ た
り、奈良女子大学の 学生 さんの研究会なども 会員 に入っていただいて おり ます。事務所は奈良 県
の生協連の事務所を お借 りしております。
２番の活動の概要 です。平成25年以降の活 動な のですが、まず、当 団体 の活動の特徴といた し
まして、２つ上げさ せて いただきました。１ つ目 が県行政との連携で す。 奈良県は消費者団体 支
援に非常に理解があ りま して、日常的に緊密 な連 携・協力関係ができ てお ります。具体的には 、
当団体は毎月１回理 事会 を開催しているので すけ れども、そこには必 ず県 の担当課や消費生活 セ
ンターの職員がオブ ザー バーとして参加して くれ ております。このお かげ で、日ごろから県と 一
緒に消費者問題につ いて 考えたり、企画をし たり しております。また 、年 １回の意見交換会の 開
催だとか、各種イベント の共催、講演、事業 の受 託等を受けておりま す。
２つ目の特徴とし まし て、当団体は事業者 申入 れ活動という、いわ ばか たい活動を行ってい る
ほか、市民・学生・ 専門 家・消費者団体との 連携 によって消費者教育 や啓 発に関するやわらか い
活動とを両輪で行っ てい るということが挙げ られ ます。
主な活動内容を２ ペー ジ目にざっと列挙さ せて いただきました。ま ず、 消費者意識の啓発・ 教
育事業としましては 、学 習会・講演会・シン ポジ ウム、昨年は奈良県 から 委託を受けまして、 ス
タディーツアーとい いま して、食の安全を学 ぶバ スツアーなども開催 しました。よく企業が工 場
見学ツアーをやって いる のですけれども、そ れを まねて消費者側から もこ ういうツアーを開催 し
ました。２つ目は出 前講 座を開催しておりま して 、当団体では「こど も向 け金銭教育『お金の ひ
みつとつかい方』」 とい う教育メニューを用 意し ておりまして、いろ いろ な団体からの要請に 応
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えております。３つ 目に 学習ツール、啓発グ ッズ 、訪問勧誘お断りス テッ カーの製作をしてお り
ます。これらは全て 奈良 県の委託事業として 実施 しました。奈良県で は、 平成28年に都道府県 で
は初めて条例の中で 訪問 販売お断りステッカ ーの 規制を明文化したと いう ことで注目されまし て、
それにあわせて当団 体で もお断りステッカー を製 作しています。また 、奈 良県の委託事業とし て
製作した「おこづか い帳 セット」が学校で効 果的 に活用できる教材と して 、公益財団法人消費 者
教育支援センターの 優秀 賞を受賞することが でき まして、メンバーと して は大変励みになりま し
た。広報誌を発行し たり とか、消費者問題に かか わる提言事業として 、県 行政との意見交換会 や
意見書の提出等を随 時行 っております。
さらに、消費者問 題に かかわる調査研究事 業と しては、アンケート 調査 をしたりとか（３） の
②に書きました、例 えば 訪問購入に関するさ らな る法改正の要望書を 消費 者庁や経産省等に送 付
したり、対応マニュ アル を作成して県内相談 機関 に送付したりしてお りま す。
４つ目の消費者の 権利 保護事業が今日の大 きな テーマでもある適格 消費 者団体の関係でして 、
当団体はまだ適格消 費者 団体ではないのです けれ ども、平成25年から 事業 者への申入れ活動を 行
っておりまして、適 格消 費者団体を目指して おり ます。ただし、近畿 には 大阪、京都、兵庫に 活
発に活動されている 適格 消費者団体が存在す るこ と等から、奈良でも 適格 消費者団体を目指す 必
要があるのかどうか とい う意見も出ておりま す。
平成25年から28年 度の 事業者申入れ活動と しま して、２ページ目に 書き ましたような活動を し
ています。①は投 入したお 金が返ってこないコ イン パーキングの事業者 への 申入れを行いまして、
その他、表に出せな い情 報が相談員から入っ てく るのですけれども、 どこ から情報を仕入れた か
が表に出せない事案 が多 くて、特定の事業者 をタ ーゲットに申入れを して いくということがし に
くい状況にあります 。そ のため、例えば②で は、 結婚式場契約におけ る高 額な中途解約金の問 題
をとっている事業者 があ るのですけれども、 その 事業者だけを特定の ター ゲットにすることが 難
しい状況でしたので 、いっ そのこと県内の結婚 式場 事業者13社の全てに アン ケートを送りまして、
その回答を踏まえて 要望 書を送付し、県民 にも注意 喚起をしたというよ うな こともしております。
それと同じく③の学 習塾 や予備校の契約の問 題と いうことで、特商法 は適 用対象ではないので す
けれども、特商法の とお りの契約内容にして ほし いということを言い たい がために、県内の事 業
者約100社にアンケー トを とりまして、その 回答を踏 まえて要望書を送っ たり などをしております。
３ページ目なので すけ れども、そういう事 業者 への要望書を送る活 動な どをしていますと、 一
部の事業者からは契 約書 作成の参考にしたい とい うお礼の電話なども いた だくことがありまし た。
当団体の力だけで は、 なかなか事業者申入 れ活 動の実績が進まない とい うことがありまして 、
今年度、県が適格消 費者 団体を目指すための 支援 ということで「消費 者利 益擁護支援事業」と い
う事業の委託をして くれ ました。これは４事 案を めどに適格消費者団 体が やっているような事 業
者申入れ活動をして いく ということで、１事案当た り70万円という計算 で、約283万円の委託金で
事業を委託していた だいています。これによ って 消費者利益侵害事案 の発 掘、事業者への申入 れ
活動や公的機関への 要望 書の送付、先ほど申 し上 げました訪問勧誘お 断り ステッカーや啓発グ ッ
ズの製作を行いまし た。
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最初は適格消費者 団体 でもない当団体の申 入れ に事業者が応じてく れる かどうかという不安 が
あったのですけれど も、 やってみますと、約 ９カ 月間で５事業者に申 入れ をしまして、そのう ち
３事業者は消費者の 利益 を害するおそれのあ る広 告表示を改善してい ただ けたということがあ り
ます。いろいろな要 因が あると思いますが、 やは り行政がバックにつ いて いたことも大きな要 因
でもありますし、こ れま で、ほかの適格消費 者団 体を初め、消費者団 体が 事業者申入れ活動を 頑
張ってこられて、社 会的 に理解が得られるよ うに なってきたことも大 きな 要因であると考えて お
ります。
行政の支援のおか げで 少しずつ実績を上げ られ るようになってきま した けれども、現在の当 法
人の課題としまして は、３ 番に４つを挙げてみまし た。１つ目は人 材の発掘 、育成ということで、
今、当団体では専従 で活 動してくれているメ ンバ ーはおりませんで、 皆さ んほかの仕事を持ち な
がら当団体の活動に もか かわってくれていま す。 そこで高齢化の問題 が出 てきたりだとか、メ ン
バーの不足の問題が 出て きまして、これからはど のように人材を発掘 して いくか、育成してい く
かが大きな課題にな って います。２番はほか の団 体も同じだと思うの です けれども、財政基盤 の
安定化・充実化をど うや って図るか。これま でメ ンバーのボランティ アに 頼っているところが あ
りましたけれども、 なか なかそれでは大きな 事業 ができないというこ とで 、２番も大きな課題 で
す。３つ目は適格消 費者 団体に向けた体制の 整備 で、人の問題も、事 務所 の問題も、財政の問 題
もこれから考えてい かな いといけないと思っ てお ります。４つ目が県 行政 との信頼関係の継続 で
して、今、すごく行 政と いい関係ができてい ます ので、これをどのよ うに 今後も続けていくの か
ということも課題と なっ ています。
４番に適格消費者 団体 支援についての意見 ・要 望を書かせていただ きま した。１つ目は、皆 さ
んと同じで、地方自 治体 が引き続き消費者団 体支 援を行うことができ るた めの財政的支援の継 続
をお願いしたいとい うこ とです。奈良県では 、消 費者団体支援が重要 であ るという考えから今 年
度も事業の委託をし てい ただいているのです けれ ども、国による財政 的支 援が減らされる次年 度
も「消費者利益擁護 支援 事業」は継続される 予定 でして、ただし、事 案は ４件から２件に減少 す
ると聞いております 。行 政の財政的支援が当 団体 の活動の幅を広げて いっ てくれたということ は
大きいので、今後も 地方 消費者団体が消費者 団体 支援を行うことがで きる ような財政的支援を お
願いしたいというこ とを 切に望んでおります 。
２つ目なのですけ れど も、ひょっとしたら 、私 の認識が間違ってい るか もしれませんが、適 格
消費者団体あるいは 適格 消費者団体を目指す 団体 の活動としては、差 止請 求の件数が重視され て
いると聞いておりま す。 それ自体は適格消費 者団 体の存在意義として 当然 のことなのだと思う の
ですが、適格消費者 団体 には差止請求だけで はな く、消費者市民社会 の確 立のために、もっと 広
く消費者教育等の役 割も 期待されるようにな って ほしいと思っており ます 。当法人のように、 い
ろいろなメンバーが おり まして、事業者申入 れ活 動だけではなくて啓 発活 動とか、やわらかい 活
動をしていることも ある 程度実績として評価 して いただけたらと思っ てお ります。
また、差止請求の 対象 となっている消費者 契約 法だとか景品表示法 だけ ではなくて、実際に 地
域ではそれ以外の、 例え ば民法未成年者取り 消し などで問題がある事 業を していたりとか、そ の
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事業は賭博ではない かと いうことで申入れ活 動を する場合もありまし て、差止請求の対象とな ら
ない事業に対する申 入れ 活動の実績なども重 視し ていただけたらと思 って おります。
以上です。ありが とう ございました。
○髙委員長

ありが とう ございました。

それでは、引き続 きま して、消費者市民サ ポー トちば様より、御説 明を お願いいたします。
○ NPO法 人 消 費 者 市 民 サ ポ ー ト ち ば 常 岡 弁 護 士 ／ 副 理 事 長

消費者市民サポートちばの副理事長

の常岡といいます。 弁護 士をしております。 本来 、理事長、また、弁 護士 の拝師のほうが来る 予
定ではあったのです けれ ども、かわりに説明 をさ せていただきます。
私たちの実際の、 ただ 、千葉のお話ですと 、こ ういった適格消費者 団体 を目指すサポートち ば
と、主に地方消費者 行政 、地域の見守りとか 、そ ういったネットワー クで 主に活動しているネ ッ
トちばというところ があ るのですけれども、それと 両輪で行っておりま す。今 日のテーマですと、
どちらかというとネ ット ちばのほうがよかっ たの かなと思いながらも 、適 格消費者団体を目指 す
側の消費者市民サポ ート ちばということで、 お話 をさせていただきま す。
サポ・ちば自体の 適格 消費者団体を目指す 系の 活動自体は、手元の 資料 にありますように、 平
成28年５月の結成集 会で できた。つまり、ま だ２ 年もたっていないと ころ です。実際には、こ れ
より前に、半年ぐら いか けて目指す団体を作 るた めの準備会みたいな もの を検討はしてきたの で
すけれども、やはり 実績 としてはまだまだ少 ない かなと思っておりま す。 何度も出ていますけ れ
ども、サポ・ちばの ほう にも、池本先生に何 度も お越しいただきまし て、 お世話になりました 。
NPO申請に向けて準 備をし ていきまして、よう やく 一昨年、平成28年12月にNPO法人、特定非営利
活動法人ということ で設 立ができました。そ の上 で、現在、適格消費 者団 体を目指す団体とし て
活動を行っておりま す。
理事は弁護士がほ とん どです。あとは司法 書士 、消費生活相談員、 生協 連。私たちも生協連 に
非常にお世話になっ てお りまして、生協連の 方々 。それと大学の教授 ある いは准教授にも御参 加
いただいております 。
主に月１回、理事 会と 検討委員会を開催し てお ります。理事会はも ちろ ん、活動内容を含め た
議論として、できれ ば次 年度中に、今年の冬 ぐら いを目指して、適格消費 者団体の認定を受け た
いということで準備 をし ているところです。 実績 自体がなかなか難し くて 、千葉県からの助成 を
受けながら活動はし てお りますけれども、実 際に 県から受託をすると いっ た実績はまだまだあ り
ません。実は、先日 、千 葉県の消費者行政担 当の 方とお話をして、何 とか そういった委託の関 係
でも、どんどんこち らに お願いしたいという 話を しておりましたけれ ども 、予算の関係で、今 年
度まで行ってきたこ とと 大分変わったことを する 予定だと聞いており まし て、具体的な提案は 改
めていただくように お待 ちしているというと ころ です。
会員数も、個人で70名 程度、団体で20弱と いう ことですので、適格 の認 定を目指すために、 個
人会員が100名となる よう に努力しております。た だ 、どこも同じかもしれま せ んけれども、弁護
士、司法書士、消費 生活 相談員といったとこ ろが 多くて、一般の広が りが まだまだ大変だなと 思
っております。その 点も 含めて、行政のほう の支 援、連携の上で、広 報活 動は進めていきたい と
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思っております。
まだ適格に認定を され ていませんけれども 、事 業者への申入れ活動 は既 に行っております。 こ
の検討は延べ11件と なっ ております。この作 成日 以降も新規の相談と いい ますか、情報提供が ご
ざいましたので、現 在で は15件程度にまでな って おります。サポ・ち ばの 中で、検討委員会の 中
で検討チームを作り、そ れぞれ検討している とこ ろです。
具体的な例として は、 ２ページにあります けれ ども、スポーツクラ ブの 広告に対して是正申 入
れを行ったり、ある いは 貸し農園契約に関し て、 まずは問い合わせを し、 現在では申入れも行 っ
ております。さらに 、こ こには挙がっていま せん が、インターネット 上の 表示で問題があるの で
はないかと思われる とこ ろに対しても、まず は問 い合わせという形で 相手 先、先方に書面を出 し
ているというところ もご ざいます。
また、この間、消 費者 問題を深めるために も講 座を何度か開催して おり ます。消費者問題入 門
講座といって、一般 の方 にも分かりやすく見 てい ただけるような講座 と、 あとは専門講座です 。
私たち弁護士などがきち んと、改めて適格消 費者 団体に必要な法律的 な知 識を再度確認し合い 、
深めるための講座も 今年 度は年３回ずつ行っ てお ります。２月にはシ ンポ ジウムなども開催し 、
千葉ではよく、最近 はも う定型になっている ので すけれども、弁護士 が小 さな劇をやりながら 、
適格消費者団体であ ると か、あるいは消費者 被害 に関しての芝居を一 般市 民の方に見ていただ き
ながら分かりやすく 説明 できるようにしてお りま す。
今後の課題あるい は今 後の活動の方針です けれ ども、先ほどから申 し上 げるように、ちばと し
ては、できればこの 冬、今年中に適格消費者 団体 としての認定を受け たい と思っていて、その た
めの活動を行ってお りま す。申入れ件数もき ちん と増やしつつ、正会 員、 会員となっていただ け
る方の増強、募集を した り、資本は充実させ てい かなければいけない だろ うと思っております 。
そういった中で、先 ほど 来出ておりますよう に、 行政からの財政的支 援、 適格消費者団体に対 す
る財政的な支援はど うし ても十分に御検討い ただ きたいと思っており ます 。
私たちも生協連さ んに 非常にお世話になっ てお りますけれども、も ちろ んそこがなければ、な
かなか難しい話だと 思っ ています。団体と しての独 立性も含めて必要か なと 考えておりますので、
そういった希望を持 って おります。
さらに、消費者被 害の 情報といったものを 取得 するのがなかなか難 しい 。もちろん相談員の 方
などからいただいた り、 情報提供はいただい たり するのですが、まだ まだ 、サポ・ちば自体の 認
知度もまだ低いと思 って いますので、そうい った ものを広げていく必 要が あるかなと思ってお り
ます。最近では、会 員の 中でも、参加に関す る濃 淡がどうしても出が ちだ ということもありま す
ので、理事などはも ちろ んいろいろ活動しな けれ ばいけませんが、相 談員 の中で、会員になっ た
けれども何かしらお 手伝いしたいのだけれど もと 思っていらっしゃる 方も いらっしゃいますの で、
そういった方たちに もや わらかく参加してい ただ けるようなイベント など を検討しているとこ ろ
です。
ちばの報告として は、 以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。
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引き続きまして、 とち ぎ消費者ネットワー ク様 より御説明をお願い いた します。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

とち ぎ消 費者ネットワークの 山田 と申します。私ども の

団体は任意団体でご ざい ます。発足の経緯で ござ います。
消費者被害の高ま りの 中で、消費者を中心 とし た法の整備や行政の 施策 を求めて、栃木県の 生
協連の呼びかけによ って できた団体でござい まし て、2004年に発足し てお ります。構成メンバ ー
でございますが、県 内の13団体でございまし て、県 の弁護士会、司法書 士会 、事業者団体、消費
者問題の専門家で構 成し ている団体、地元の 消費 者団体等でございま す。
活動でございます けれ ども、隔月で幹事会 、い わゆる学習会を行っ てお りまして、学習会や 消
費者問題の重要なテ ーマ について検討を行っ てい るところでございま す。 年１回、県民に広く 参
加してもらうために シン ポジウムや講演会等 も開 催しております。
これまでの取組で ござ います。るる書いて ござ いますけれども、大 きな 内容は何かというと 、
数年に１回、市や町 に対 して、消費者行政に つい てのアンケート調査 を行 っております。アン ケ
ート調査をもとに各 首長さんもしくは消費者 行政 の担当の方と訪問を して意見交換や消費生活 条
例の制定、消費者行 政独 自予算の増加等の要 請を行っております。
その中で、最近の 特徴 的なものでございま すけ れども、次のページ にな りますが「とちぎ消 費
者カレッジ」という 事業 を行っておりまして 、栃 木県からの受託事業 でご ざいまして、今年で ５
年目でございます。 内容 は、栃木県下の大学 、短 大等を実際に訪問し て、 いわゆる出前講座と し
て、講義を２時間もしくは ３時間行っておりま して、１講座当たり50から100名 近い学生さんに参
加してもらっており ます 。出前講座の結果、 必ず アンケートをいただ いて おりまして、学生さ ん
が消費者問題につい てど んな状況にあるかと いう 形のアンケートをと って おります。
今年度は、特に市 や町 で消費生活条例がな いと ころがございました ので 、その市に対して、 首
長さんを訪問して、 条例 の制定のお願いにあがり ました。また、条例 はあ るものの基本計画が 策
定されていないとこ ろも ありますので、そち らに ついても、首長さん を訪 問してのお願いをし て
いるところでござい ます 。
要望事項でござい ます 。今回のアンケート をも とに気がついたこと で、 一応要望という形に さ
せていただきます。 １つ 目は、国において、 消費 者行政を安定的に推 進す るための恒久的な財 源
の措置をお願いした いと 思っております。今 回の25市町のアンケート から、 一般会計に占める消
費者行政の予算は0.02％ 、これは平均でござ いま す。さらに、消費者 行政 予算に占める推進交 付
金の占める割合は32％。 つまり、３分の１が 交付 金という形のものを 活用 させてもらっており ま
す。さらに、交付金 の活 用の順位を尋ねたと ころ 、消費生活相談員の 人件 費に充てているとこ ろ
が11市町にございま した 。来年度の交付金の 減額 によって、事業の縮 小、 削減等をせざるを得 な
いという声を聞いて おり ます。そうなります と、 消費者行政がやがて は係 になり、班になり、 い
ずれ班も消滅という おそ れも懸念されており ます 。
消費生活センター の看 板ですが、一応今は 週４ 日以上というもので、私 どもの市町は全部、 こ
の週４日以上をクリ アし ておりますけれども、その 中で、年間の相談件数が200件に満たないとこ
ろが３割近くござい ます。そうすると、こ れはどうい うことが懸念される かと いいますと、年 間、
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それこそ100件前後の 相談 件数でしたら、相 談窓口を週５日開設すること はな いではないかという
ことになり、開設日 を３ 日、２日にすると、 相談 窓口の名称、つまり看板 のかけかえでござい ま
す。「消費生活セン ター」から「消費生活相 談窓 口」という形に看板 のか けかえが懸念される と
ころでございます。
そして、いずれ消 費生 活相談件数が徐々に減少 してくると、消費生 活相 談もやがては一般相 談
に統合されても仕方 がな いというような声も上が ってくることも予想 され ます。是非、30年度 以
降においても、交付 金を 少なくとも29年度ま での 水準でぜひ確保をお 願い したいと思っている 次
第でございます。
２つ目でございま す。 地方行政において消 費者 行政がしっかりと根 づく ように、核となる地 方
消費者行政の担当職 員を 育成して、担当者を 配置 するような施策を国 にお いてお願いしたいと こ
ろでございます。消 費者行 政の意味や重要性に つい て認識が希薄な職員 も見 受けられます。今回 、
栃木県下の25市町を 訪問 した中で、このよう な職 員さんを見受けまし た。これはゆゆしき問題 で
はないかと思いまし て、 職員の質の向上に向 けて 、国民生活センター では 研修実施や教材の提 供
を行っておりますが 、我 が市町の消費者行政 担当 者は、２つの市を除 いてほとんどが兼務でご ざ
います。こういうた めに 、多くの市町の職員が研 修に参加しておりま せん 。その理由は幾つか あ
ると思いますけれど も、 兼務のために国セン の今 のスケジュール、週 ３日 の研修に参加するの が
大変難しいというこ とを 聞いております。で きれ ば県が管内の市町職 員向 けの研修をできるよ う
に、財政的、人的支 援を 強くお願いしたいと ころ でございます。
３番目でございま す。 適格消費者団体への 財政 支援を引き続きお願 いい たします。我が県に お
いても、適格消費者 団体認 定に向けてNPO法人を 立ち 上げております。今 、活動 中でございまして、
もう２年目になります。 今年度中には申請の 予定 で動いております。 とこ ろが、国による適格 消
費者団体の支援は今 年限 りということを伺っ てお りますので、財政基 盤が 大変脆弱な適格消費 者
団体への支援を次年 度以 降も強く要望したい とこ ろでございます。
以上でございます 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

引き続きまして、 富山 県消費者協会様より 、御 説明をお願いいたし ます 。
○富山県消費者協会 椙原 事務局長

富山県消 費者 協会の事務局長をし てお ります椙原と申しま す。

よろしくお願いしま す。
当協会の団体の概 要で すけれども、昭和30年か らの高度経済成長の 中で 、急激な生産、消費 構
造の変化等に対応し まし て消費者教育が急務 であ るということで、行 政、 学識経験者及び関係 団
体が連携しまして、 昭和40年８月に発足いた しまし た。以来今日まで、 専ら 「かしこい消費者」
「自立した消費者」 層を 拡大するために、消 費者 教育を主眼に活動し てお ります。
規約に記載してい ます 目的ですけれども、 消費 者に対して、消費に 関す る正確な知識を普及 す
るとともに、生産者 、販 売者、消費者三者の意思 疎通を図ることによ り、 県民生活の安定と向 上
に資するということ でご ざいます。法人格の ない 任意団体でございま して 、役員構成は会長以 下
23名、助成金をいた だいて おります参与団体が28団 体、予算は今年度で2,000万程度でございます。
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活動の概況でござ いま すが、まず、消費者 教育 活動ですけれども、 消費 生活研究グループの 育
成と活動支援を行っ てお ります。消費生活に 関す る学習グループ、消 費生 活研究グループとい う
名称なのですけれど も、 それを育成して、全 部の グループで構成する 連絡 協議会の活動を支援 し
ております。現在は19グ ループ、会員数にし ます と200名程度が活動し てお ります。
当協会は会員制度 をと っておりませんので 、何 か事がありますと、 この グループの人たちに 協
力していただいてい ると いう状況でございま す。 富山県で、全国初の 全県 的なレジ袋の無料配 布
廃止をやりましたと き、 平成20年４月なので すけ れども、その際など には 第一線に立って啓発 活
動に尽力するなど、 協会 の実働部隊といった 存在 がグループの人たち であ ります。
次に、広く一般の 県民 の人たちへの普及と いう ことで、富山県消費 者大 会を年１回市町村へ 出
向いてまいりまして 、み んなの消費生活展を年１ 回開催しております 。
それから「くらし の相 談会」といいまして 、民 間の方々なのですけ れど も、知事から委嘱さ れ
ました「くらしのア ドバ イザー」の80名を県 内各 地に配置しまして、 消費 者啓発講座「くらし の
相談会」を開催して おり ます。１年間に2,000名程 度の受講者がござい ます 。
２ページ目ですが、様 々な団体等との連携 によ る消費者教育の推進 を行 っております。これ は
消費者庁の交付金を 活用 しまして、平成23年 度か ら実施しております 。県 民からアイデアを募 り
まして、それぞれの 工夫 をしながら消費者教 育を 行ってもらうもので ござ います。
今年度の４つの事 業を 御紹介したいと思い ます 。１つは朝日町住民 への 消費者教育及び見守 り
活動です。朝日 町は県東部 の小さい町で、人口１万2,000人程度なのですけ れど も、町の住民・子
ども課、健康課、社 協、 民生委員児童委員協 議会 、いきいき連合会、 金融 機関、タクシー会社 、
コンビニなどで実行 委員会を編成しまして、 年金 支給日の声かけ運動 、消 費者セミナーの開催 、
高齢者の見守り活動 など を実施してもらって いま す。いわゆる消費者 庁さ んのおっしゃってい る
消費者安全確保地域 協議 会そのものではない ので すけれども、実質的 に地 域連携による消費者 被
害の見守り活動を行 って おりまして、他の自 治体 のモデル事業となる こと が期待できると考え て
おります。
高校生らによる消 費者 被害防止のための啓 発事 業は、NPO法人、ケーブル テレビ、県内高等学校
による実行委員会が、注 意喚起を呼びかける「詩 」、昨年度にこの事 業で 製作した詩に「曲」 を
つける活動、そうし たこ とに伴って、講習会 とか 意見交換会を開催し て、 高校生に被害防止を 呼
びかける活動でござ いま して、先般、報告会 がご ざいまして、この歌 を聞 いたのですけれども 、
クラシック調で格調 が高 過ぎて、これはちょ っと アレンジしないと使 えな いということで、今 、
調整をしてもらって いま す。
消費者教育の推進 によ る地域見守り活動は、生 協が町内会、長寿会 など と一緒に実行委員会 を
作りまして、地域で の学 習会、小学校での学 習会 、日常業務における 見守 り活動をやってもら っ
ています。小学校で 何か しようとするときは 、す ごくハードルが高い ので すが、生協の役員さ ん
が元小学校長、校長 先生 だったものですから 、小 学校にお声をかける とす ぐにやっていただけ る
ということで、これ はと てもよかったと思い ます 。
見守りジュニア育 成事 業は、大学生協、地 域包 括支援センター、介 護福 祉関連会社で実行委 員
11

会を作りまして、小 学生 と祖父母と保護者等 を一 緒にして、見守りジ ュニ ア育成講座を開催す る
というもので、育成 講座 の中身は、一つは介 護福 祉関連会社による寸 劇と かクイズとかで、認 知
症について学ぶとい うも のです。もう一つは 、大 学生を対象に、大学 生を 講師養成講座で講師 と
して養成し、大 学生が講師 となって、お金 の大切さに ついて『ちびま る子ちゃん』のDVDを見なが
ら楽しく学ぶという もの です。この授業に関 しまし ては、子供とか祖父 母の参 加者を募るために、
学童保育へわざわざ 出向 いて行く、生協さんとか 実行委員会の方と大 学生 を一緒に連れていく 。
大人の方がいきなり 学童 保育に行くと抵抗が ある ので、若い大学生を 一緒 に連れていって、学 童
保育の現場に行って 参加 者を募ったというこ とが 結構よかったのかな と。
大学生が小学生に 教え るということは、大 学生 にとっても、自分も 学ん で教えるので勉強に な
るし、小学生も若い お兄 さん、お姉さんから 聞く ので、よく聞いてく れる ということがありま し
た。教材を工夫して、子 供 はすぐ飽きるので『ち び まる子ちゃん』のDVDと か 、先ほど、なら消費
者ねっとの方々が楽 しい 教材をお作りになっ てい らっしゃいましたが 、そ のような楽しい教材 を
いろいろ工夫して使 うの も効果があるのかな と思 いました。この事業 につ いては、来年度も予 算
づけされているので 、ま た工夫しながら展開 して いければいいと思っ てい ます。
それから、調 査活動をや っております。毎年、その 時々のテーマを捉え て、大 体2,000名を対象
にアンケートをしま して 、集計、分析し、報 告書 を作って啓発活動を 行っ ております。今年度 の
テーマは、食品ロス を減 らしましょうという こと で、報告書にまとめ たと ころでございます。
関係機関・団体等 との 意見交換ということ で、 消費者と生産者、事 業者 、行政等と一緒にな っ
て意見交換会を開催 した り、提言をしたりし てお りまして、直近では 、２ 月に、食品ロスに関 し
まして、事業者と意 見交 換会をしたところで ござ います。
消費生活相談とい うこ とで、県のセンター は土 日に閉所しますので 、県 のセンターの窓口に 相
談員の資格を持って いる アドバイザーを２名 配置 しまして、相談の受 け付 けとか情報提供を行 っ
ております。
最後に、要望事項 でご ざいますけれども、 ２点 ございまして、これ は皆 さん方がおっしゃっ て
いたものと同じよう なこ とですが、地方消費 者行 政への継続的な支援 をお 願いしたいと思って お
ります。消費者教育 は、 地域に密着したきめ 細か な啓発により、知識 を持 っている人たちを、 そ
ういう裾野を広げて いく ということがすごく 大事 で、そのためには国 から の適切な情報提供、 財
政支援を引き続きお 願い したいと思っており ます 。
情報提供につきま して は、消費者庁の消費 者教 育ポータルサイトで 教材 とか実践事例の提供 を
していただいており まし て、非常に感謝して おり ます。ただ、成人年 齢の 引下げを目前にしま し
て、幼少期からの消 費者 教育の重要性が求め られ ている中で、小学生 向け の教材はまだ不十分 で
あると思っておりま すの で、その点の補強を して いただくとともに、 障害 者向けの教材につい て
もお願いしたいと思 いま す。障害者を見守る 側の 教材はあるのですけ れど も、障害者本人向け の
教材はなかなかない ので 、そうしたところの 補強 をお願いしたいと思 って おります。
地方消費者行政推 進交 付金による財政支援 につ きましては、国が地 方へ の支援を続けていた だ
けるということが、市町 村、消費者団体等へ の支 援の継続につながる とい う面がございます。 国
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の支援がなくなると 、我 々小さな団体などに 対し ては自分でやってね とい うような感じになり か
ねないので、引き続 き継 続し、縮小すること のな いようにお願いした いと 思っております。
２つ目に「持続可 能な 社会の形成」のため の事 業者の責務等の明記 でご ざいますが、推進法 に
いう消費者教育の「場」 のうち「職域」に関 しま しては、残念ながら 門戸 が開かれているとは 言
いがたい状況です。 推進 法の中には「事業者 は…従業員が消費生活に 関す る知識及び理解を深 め
るよう努める」とし か規 定されておりません 。推 進法や基本的な方針 の中 では、消費者が「公 正
かつ持続可能な社会 の形 成」に積極的に参画 するこ とが期待されており まし て、国や事業者等は 、
そうした消費者を育 むこ とを目指して支援す ると いった規定になって いる ように見えます。
ただ「持続可能な 社会 の形成」というため には 、消費者もそうです が、 事業者も、行政もそ れ
ぞれの立場で責務が ある はずであると思って いま す。事業者が何もし てい ないということでは 決
してないので、先般、当 協会が食ロスの削減 をテ ーマに事業者と意見 交換 を行った際に、事業 者
の方は、消費者の顧 客満 足ということで非常 にい ろいろな工夫をなさ って いる一方で、社会的 な
課題でもあります食 ロス とか廃棄物の削減に つい ても非常に真摯に取 り組 んでいるということ を、
いろいろお話の中で 知っ たところで、我々参 加者一同驚いたのですけ れど も、こうした事業者 の
取組姿勢は、本来そ うあ るべきものであって 、そ ういうことはきちん と法 律の中に位置づけて 評
価していくという仕 組み になっていればいい と思 います。消費者と事 業者 は「持続可能な社会 の
形成」のために、敵 対し たり相対する関係で はな く、同じ方向へと協 働す る関係であるべきと 思
っております。行政 、特 に国に対しましては 、そ の橋渡しの役割を担 って いただける立場にあ る
のではないかと考え てお ります。
国におかれまして は、 消費者志向経営の取 組促 進に関する検討もな され ていると聞いており ま
すけれども、推進法 なの か、基本法なのかは よく分かりませんが、法 律の 中に「持続可能な社 会
の形成」のための事 業者 の責務等について明 記し ていただくことをお 願い したいと思っており ま
す。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

最後になりますけ れど も、山形県生活協同 組合 連合会様より御説明 をお 願いいたします。
○山形県生活協同組 合連 合会安部常務理事

私よ り、当連合会の活動 、特 に見守り活動の具体 的

な取組についてお話 しい たします。
資料の１ページに 書い たのですけれども、山形県 は110万を切った人口 にな っておりまして、高
齢化率が31.5％。全 国平 均よりも高くて、順 位で 言うと、高齢化率が 一番 高いところから数え て
都道府県の中で７番 目ぐ らいの県になってお りま す。当県連は、ちょ うど 今年の３月で創立60周
年を迎えております 。会 員は９会員、賛助会 員と して東北労働金庫が 入っ ております。内訳は こ
のようになっており まし て、購買生協が５会 員、 医療生協、医療介護 福祉 関係の会員が３、農 協
が１会員入っており ます 。会員全体の山形県 内の 世帯に占める生協の 組合 員の数、割合は約40％
で、東北では３番目 ぐら いに高い地域になっ てお ります。
県 連 の 主な 活 動を ①か ら④ ま で 掲 げて お りま す けれ ど も 、 ここ は 後で 御 覧い た だ く よう に し ま
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して、見守り関係の とこ ろと、あとは適格消 費者 団体のことについて のお話ですが、適格消費 者
団体との連携として は、 昨年４月に適格消費 者団 体に認定されました 消費 者市民ネットとうほ く
と連携しながら、い ろい ろな活動を始めたと いう ところでございます 。
３番目でございま すが 、見守りについて行 って いる会員は６会員ご ざい ます。それぞれの会 員
の加入する組合員数 と事 業高を入れておきま した 。まず、見守りに関 して は、行政と見守り協 定
を締結しております 。こ れは県と、一番大き い生 活協同組合共立社と生活 クラブやまがた生協 が
平成26年１月に地域 見守 り協定を締結して取 り組 んでおります。具体 的な 見守り活動の取組な の
ですけれども、生活 協同 組合共立社と生活ク ラブ では、食器、日用品 のい わゆる個人配達、配 送
あるいは何人かでグ ルー プを作って利用いた だい ている共同購入とい う形 式をとっている方も い
らっしゃるのですが、合わ せて100人ぐらいの方 で、週１回利用者に回っ てい ると言う取組をして
おります。配送をす る中 で、配送先に異常が 発見 されたときには、隣 近所 にお伺いして、異常 が
あった場合に行政な り警 察なり、病院等に連 絡と いうような取組を行 って おります。それぞれ ど
のような形でやるか につ いては、マニュアル 等を おつけしましたので 、後 で御覧いただければ と
思います。個人利用配達 者 は年間で延べ170万人 です 。ですから、１週間で大体 三万数千名の方々
を見守っています。
３ページに平成26年度 の協定締結後の異常 発見件数を入れておきま した。平成26年からずっと、
29年は12月までの数 字で、４年で18件の異常 が発 見されているという とこ ろです。
もう一つは、山間 地域 、特に公的な交通手 段が 非常に貧弱な地域で ある ために、買い物難民 が
十数年前から生じて おり ます。それをカバー する ために生協共立社で は移 動販売車、トラック の
写真があるかと思い ます けれども、これを週 １回 、それぞれの地域に 巡回 しながら販売してお り
ます。この中で、荷 台の 様子なども入れてお きま すが、高齢者だけで はな いのですけれども、地
域の方が日用品など を購 入するという取組の 中で 、つながりができて おり ますので、そのつな が
りの中で、毎日来る 方が今日は来ない、どう した のだろうというとこ ろで 異常を発見したケー ス
なども実際にござい ます 。
③のくらしたすけ あい の会です。これは生 協の 組合員と生協が事務 局を 担って生活家事の支 援
ができる人を募って作っ ている会です。家事 の手 伝いです。清掃とか 、あ るいは介護型という の
は介護法に抵触しな い程 度のことです。あと は子 育てとか、あるいは 福祉 有償運送もやってお り
ます。これは車で運 転で きない方、高齢者の 方が 自宅から病院まで通 院す るときに、その足と し
て車で送り迎えをす ると いうような、それぞ れの 時間なども入れてお きま した。
この中で、高齢者 の方 が圧倒的に利用する 方が 多いわけで、それを サポ ートする人が家事の 途
中にぐあいが悪くな った 、依頼した高齢者の体の 具合が悪くなって、 その 方を病院にお連れし た
というようなケース など も、年に何回かあります 。くらしたすけあい の会 については、抱える 問
題を挙げておきまし たけ れども、支える会員 その ものが退職した方で すの で、高齢になってお り
ます。利用者も高齢 でサ ポートする側も高齢 だと いう問題が今、大き な問 題になっております 。
４ページの④は夕 食宅 配です。食事作りが 大変 な方について、平日 だけ でございますが、夕 食
を配送しております 。そ のときに、お届けし たら具合が悪くなってい たと いうことも発見した 場
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合には通報するとい うよ うな体制になってお りま す。
最後、５番目にな りま すけれども、これは 大学 生協です。山形大学 が会 員の一つに入ってお り
ますけれども、学生 のア パートにポスティン グを しております。ちょ うど 夏休みが終わって新 学
期が始まる９月と、 卒業 研究とか後期試験で 非常 にストレスがたまる ２月 に、どうしても引き こ
もりがちになったり とい うような、あるいは 精神 的に不安定な方が出 てき ます。それを少しで も
防止するために、大 学生 協の共済連のほうで作っ ているチラシ、下の 図は 全国大学生協連のホ ー
ムページからダウン ロー ドしたのですが、無 料健 康相談というチラシ を、 チラシは別の形式で あ
るのですが、これを ポス ティングしていると いう 取組をやっていると ころ があります。
最後に要望でござ いま す。２つございまし たけ れども、ほかの今日の参 加者の方がおっしゃ っ
ておりましたが、地 方消 費者行政へかかわる 予算 削減というようなこ とに ならないで、十分に 確
保してほしいという こと です。山形県につい ても 、最近、全体の相談数は 若干下がっているよ う
なのですけれども、 高齢 者が相談に占める割 合が 高くなる傾向になっ てお ります。いずれの相 談
の中でも年齢層を若 年、 壮年、老年というよ うな 形で区分しても、デ ジタ ルコンテンツに関す る
相談がトップを占め てお りました。そうする と、 高度な相談内容に対 応し なければならないと い
うことで、窓口の充 実が 、人員の充実が非常 に重 要だと思われます。
適格消費者団体に つい ては、消費者市民ネ ット ワークとうほくも例 外で はなく財政的に非常 に
厳しい。我々も支え てお りますけれども、厳 しい 状況ということです 。
もう一つ、2022年 から 民法が改正されまし て、 成人年齢が引下げに なり まして、これは私の 記
憶なので、間違って いた らあれですけれども 、満18歳から親権者の許 可を得 ないで、承認を得な
いでクレジットカー ド等 の契約ができるとい うよ うなことが先だってニュ ースにありまして、 こ
れは考えてみると、 高校 ３年生のクラスでだ んだ ん一人ずつ誕生日を 迎え て、成人になって、 成
人になった子がクレ ジッ トカード等を作る。 そう すると、クラスなど の友 達のつながりで作る 。
それがちゃんと利用 され ればいいのですけれ ども 、別の契約であれば 非常 に大きな影響が今後 は
生まれるのではない かと 思いますので、この 辺の 対策についても十分 今か ら打つべきかなと思 っ
ております。
施行がたしか2022年で 、４年間の周知期間 を国 のほうでは設けられ るよ うですけれども、周 知
期間が終わっても毎 年成 人は発生するわけな ので 、この辺は重要かな と思 っております。テレ ビ
番組でもありました 。成 人年齢が引き下げら れた ら、何が一番したい かと いうようなインタビ ュ
ーに、クレジットカ ード を作りたいと答える 高校 生とか未成年の方が 非常 に多かったというこ と
がありますので、多 重債 務者の予備軍を増や さな いためにも、これか ら非 常に重要になるかな と
思っております。
ちょっと時間をオ ーバ ーしてしまいました 。以 上でございます。
○髙委員長

ありが とう ございました。

ただいま６団体の 方々 から活動の御報告、 要望 事項の御説明をいた だき ました。委員の方々 か
ら御意見、御質問が ござ いましたら、御発言 をお 願いいたします。
大森委員、どうぞ 。
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○大森委員

いろい ろな 取組をありがとうご ざい ました。私もひょう ご消 費者ネット、適格消 費

者団体の理事をして おり まして、マンパワー の問 題とかお金の問題と か、 まさにそのとおりで 、
そうですねと握手し たい ような気持ちで聞い てお りました。
その中で、ちょっ と教 えていただきたいこ とが ありまして、実は、 ひょ うご消費者ネットも 学
生と連携したいとい うこ とで、今まで高齢者 のセ ミナーとかを中心に 行っ ていたのですが、今 年
度、ネットとかをテ ーマ に学生のパネラーも 設け て、学生も巻き込む よう な形でセミナーを１ 本
開いたのです。実は 、一 般の大学生にたくさ ん来 ていただきたいとい うこ とで、大学でやりた い
と思ったのですが、 大学 のほうでは、単位と か、 そういうものを取る 授業 としてはできない。 学
生の自由参加になる ので 、それだったら、も っと 交通の便のいいとこ ろ、 大学ではないほうが か
えって人が集まるの では ないですかというお 話で 、結局大学生も一部 含む けれども一般の消費 者
が中心に兵庫県の便 利な ところで開催すると いう ような形になってし まっ て、学生は単位を取 る
こととかバイトに忙 しく て、消消費者教育に 参加 していただくことが 非常 に難しいと考えてお り
ます。
今日お聞きした中 で、 いろいろな取組があ りま して、例えばかごし まさ んは2016年に講演会 を
開かれているのです けれ ども、300人ほどの集まり の中で半数ほどが学 生で あったとか、ならさん
のほうでは、奈良女 子大 学の消費者問題研究 の大 学生を巻き込んで行われ ているとか、とちぎ さ
んのほうでは消費者 カレ ッジを大学で開かれ てい るようなのですが、 これ は単位が取れるとか 、
学生が積極的に参加 でき るような形になって いる のか。その辺を教 えていた だきたいと思います。
よろしくお願いしま す。
○髙委員長

かごし まさ んからよろしいです か。

○ NPO法 人 消 費 者 ネ ッ ト ワ ー ク か ご し ま 森 弁 護 士 ／ 理 事 長

これは会員の中に大学の先生が３人

ほどおられまして、 その 中で、単位がどうか は私 もよく分からないの です けれども、自分の持 っ
ている担当の学生さ んに 呼びかけて、それを 中心 に１時間、90分とい いま すか、授業時間の中 に
入れ込んだりして、 講義 形式といいますか、 もち ろん学生は積極的に 参加 してくれるというこ と
です。会員に大学の 准教授さんとか教授の方が いら っしゃるので開催で きた。結構盛り上がって、
きちんとして、いろ いろ な会合等にも、講演 会が あると学生を引き連 れて20人から30人来てい た
だくとか、そういっ た感 じでやっておりまし て、 ある意味では特殊な 、会 員である大学の先生 が
率先していろいろ大 学の授業の中に組み込ん でい ただいてやっている 。そ ういう状況です。単 位
がどうかは、ちょっ とよ く分かりません。
○髙委員長

お願い いた します。

○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

奈良の北條です。消費者問 題研究会という奈良

女子大学の消費者法 の先 生が主催されている 研究 会があるのですけれ ども 、単位とかは特に関 係
なく任意の活動でし て、 ただし、今年度は「 消費 者利益擁護支援事業 」と いうことで、事業者 へ
の申入れ活動を県か ら委 託を受けてやってい るの ですが、そこで事案 を発 掘するに当たりまし て
学生からもアンケー トを とってみようという 意見 が出まして、学生さ んの 意見で、大学では生 協
の購買部で使えるポ イン トがあるみたいでし て、ア ンケートに答えていただ いたら100円分のポイ
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ントを差し上げると いう ことをしましたら、学生さ んは結構100円でも大 きい みたいで、かなりア
ンケートの回答が返 って きたということがあ りま した。エステとか健 康食 品とか、そういう意 味
で、学生さんはなか なか インセンティブがな いと 動いてくれないのか なと いうのは逆に思った 次
第です。
以上です。
○髙委員長

ありが とう ございました。

ほかはございませ んで したか。以上でした か。
とちぎさん、お願 いで きますか。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

栃木 県は 教授の先生が持って いる 授業のこまにお願い し

まして、単位という ことではありませんけれ ども 、最後のときに先生 がレ ポートを出して、こ れ
は単位に影響すると いう ことをおっしゃって おり ましたので、明確で はござ いませんが、全てが、
一応そんな先生の声 を聞 いております。そん なと ころでよろしいでし ょう か。
○大森委員

ありが とう ございます。

○髙委員長

ありが とう ございます。

インセンティブが ある 程度は必要だという こと ですね。ほかにお願 いで きますか。
池本委員長代理、 どう ぞ。
○池本委員長代理

あり がとうございます。先ほど のなら消費者ねっとの県 からの委託事業で「 消

費者利益擁護支援事 業」 という、これは４事 案を めどにあるのですが 、調 査し、申入れをする。
ある意味では適格消 費者 団体を目指す団体で やる 業務に近いものを支 援す るような感じにイメ ー
ジを受けたのですが 、ど のような支援事業の 中身 なのかをもう少しお 伺い できればと思います 。
○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

先生がおっしゃった よう に、まさにほかの 適格

消費者団体が自分た ちの 力でやっていること を、 県が１件当たり70万 円と 見積もってお金を出 し
てやるという制度で して 、奈良県が特定の事 業者 に対する申入れ活動 をす る団体に援助してい い
のかという意見は、 議論 は県庁内でもあった らし いのです。不特定多 数の 消費者の利益を擁護 す
る事業であるという こと で、この事業は県庁 内で も通ったらしいので すけ れども、恐らく都道 府
県がこういうことを する のは唯一ではないか と県 の担当者も言ってお りま したが、内容的に言 い
ますと、本当に適格 消費 者団体がやっている 事業 者申入れ活動と変わ らな い内容ということに な
ります。
○池本委員長代理

大変 参考になりました。 もっ とも、これが次年度 は２ 件に減少。委託事業 の

事項としては継続さ れる けれども予算枠が削 られ る。ほかの団体でも 、県 からの委託事業で予 算
が削減される、あ るいは何 かの事業が中止にな ると いうようなことで幾 つか 記載があるのですが、
とにかく今年度から 次年 度で、国からの消費 者行 政に向けた交付金の 枠組 みが変わってくる、 総
額が削減されるとい うこ との影響かなと思う ので すけれども、そのあ たり は、今のなら消費者 ね
っとだけではなくて 、ほ かの団体でも、例え ば地 元の自治体と意見交 換を していく中で、どの よ
うな影響で削減ない し中 止という話があるの か。 その辺の意見交換を なさ っているところがあ れ
ば、実情をお伺いし たい のです。
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○髙委員長

全ての 団体 でよろしいですか。

○池本委員長代理
○髙委員長

心当 たりがあるところは 。

お願い しま す。かごしまさん。

○NPO法人消費者ネッ トワ ークかごしま森弁護 士／ 理事長

先ほども申 し上 げましたけれども 、委

託事業は、いろいろ な講 演会だとか、消費者 向け の教育講座とか、一 体と した相談事業の委託 と
いう形で、今ま で３年間250万の委託費というこ とで 、予算からいた だいていた のです。今回 、私
は直接県の職員の方 と話 をしていないのです が、 役員の方が行って話 をし たら、来年はもう半 分
にさせていただかな いと 予算がないと言われ たと いうことで、今まで ３年 間それなりに充実し た
ことをやっていたの です けれども、予算が半 額に なって、離島とかに は行 けないということで 、
非常に困っていると いう 状況はあります。
私が所属する鹿児 島県 弁護士会でも、消費 者相 談員と弁護士会のホ ット ラインがありまして 、
毎日担当者を弁護士 会で 決めて、各地の消費 者相 談員がその日に受け て、 よく分からないとい う
事案があったら、即 その 担当の弁護士に電話 をし て、直接アドバイス を受 けるというシステム を
も う ７ 、 ８ 年 や っ て い る の で す 。 こ れ も 来 年 度 か ら 、 今 ま で 150万 の 援 助 が あ っ た の で す が 、 75
万にさせていただく とい うことですので、そ うい った予算の関係で、 それ も県からだったので す
けれども、やはり削 減さ れている。そういう 現実 的なものがもう２件 ある という状況です。
○髙委員長

ならさ んは よろしいですか。特 にな いですか。あればと いう ことです。

○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

県のほうは選択と集 中と いうことで、優先 度を

絞って事業を縮小す ると いうことは聞いてい るの ですけれども、市の ほう では、今まで消費生 活
相談員さんのアドバ イザ ーとして弁護士等の 派遣 契約を結んでいたの をや めるという市が出て き
ているということを 聞い ております。以上で す。
○髙委員長

ありが とう ございます。

○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長

サポートち ばの 常岡です。

先ほども申し上げ まし たけれども、今年度 まで は助成金をいただい て、適格を目指す団体と し
て受けておりました けれ ども、特段いわゆる 委託 事業などは全然なか った ので、来年度から恐 ら
く補助金がなくなる かわ りにそういった委託 事業 を受けながらという こと で考えていたので、 先
日、千葉県の方とお 話を したのですが、実は 、千 葉県では、これまで 県が 委託してきたような 事
業を、とりあえず全 部市 町村におろして、市 町村 から委託を受けてく れみ たいな形にし直すよ う
で、具体的な像が全 く見 えていないですね。 です から、来年は助成も なく 、委託もどうなるか分
からないとなると 、本当に 入門講座とか、どこまで実 施できるかはちょっ と不 透明な形で、今 後、
具体的なスキームはまた 御連絡いただくよう には なっておりますけれ ども 、従前とはちょっと 違
うやり方になりそう だと いうことで、それは 結構 こちらもどきどきし てい るところです。
以上です。
○髙委員長

ちばさ んと しては、特に直接的 な影 響は今のところない とい う話ですね。委託事 業

が市町村から来るよ うに なるという全体的な 話で すね。
○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長
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はい。

○髙委員長

適格消 費者 団体を今は目指して おら れるのですね。

○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長
○髙委員長

そうです。

それに 関し ても、それほどの支 障はないですか。

○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長

そこに関し ても、多分、補助金が来年

度は出せないという 前提 で、そのかわりに委 託事 業を受けて、その収 入を 得て、こちらの活動 に
回そうと考えていた ので すけれども、それが どう なるか分からない感 じだ ということです。
○髙委員長

そうす ると 、大きい影響がある とい うことですね。

○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長
○髙委員長

そうです。

ありが とう ございました。

とちぎさん。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

とち ぎで ございます。

市や町については 、訪 問したときに、具体 的な 数字は出ておりませ んけ れども、相談員のレ ベ
ルアップ等は削れな いの で、いわゆる啓発等 につ いては多少食い込み があ りますということを 聞
いております。県に つい ては、実は、私は３ つの 団体に加入しており まし て、その中で県から の
受託は700万ほどいた だい ておりまして、こ ちらのほ うは主に相談員のレ ベル アップとか研修でご
ざいまして、これは 従前 どおりカバーできる 。問 題は、市町のほうが かな り厳しくなるのでは な
いかと聞いておりま して 、実は、来週に県の 担当 課に行って、具体的 な数 字を見せてもらうこ と
になっておりますが 、来 年はどうにか頑張れ るけ れども、再来年は全 く白 紙だと、かなり厳し い
ことを言われており ます 。
以上でございます 。
○髙委員長

とちぎ さん の資料の３ページ目 の読 み方を教えていただ きた いのですけれども、25

市町からアンケート をい ただいて、一般会計 予算 に占める消費者行政 予算 は0.02％。そのうち の
推進交付金が32％を 占め るということですか 。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

そう です 。その内訳が32％で すね 。0.02の中のいわゆ る

この中で。
○髙委員長

逆を言 うと 、推進交付金がない とき は、どれぐらいの割 合が ここに割かれていた の

かは、分からないで しょ うね。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表
○髙委員長

そこ まで アンケートはとって おり ません。

分から ないですね。ありがとう ござ います。

続きまして、富山 さん 。
○富山県消費者協会 椙原 事務局長

消費者協 会の 関係だけですが、富 山県 消費者大会といって 、

一般県民に周知する 大会 の委託事業のうち80万円 ほどが来年度は減に なっ て、有名な講師とか を
お呼びするような予 算だ ったのですが、なく なっ てしまいました。そ れか ら、多様な主体事業 、
いろいろな県民提案 型の ものをする分は300万 円だ ったのですが、半額 にな ると聞いております。
以上です。
○髙委員長

山形の ほう はよろしいですか。
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○山形県生活協同組 合連 合会安部常務理事
○髙委員長

特に 、委託事業はないで す。

よろし いで すか。ありがとうご ざい ました。

それでは、ほかに 何か 、受田委員。
○受田委員

様々な 御説 明をいただきまして 、本 当にありがとうござ いま した。

私も先ほど大森委 員が コメントをされた、 特に大学生の巻き込みに 関し て大変関心がござい ま
す。その点で質問と 、少 し意見というか、自 分の 思いをお話ししたい と思 うのですけれども、 先
ほどの事例で、例え ばか ごしまさん、ならさ ん、 あるいはとちぎさん の取 組はかなり大規模に 、
大学での消費者教育 を広 範囲にやっておられ ると いうことで、非常に 感銘 を受けました。また 、
富山さん、山形さん でも それぞれ工夫を凝らして いるということがよ く分 かりました。
御説明いただいた のは 実施状況になります 。し たがって、アウトプ ット なので、このアウト プ
ットがどういう評価 をさ れているか。実質的 な効 果、アウトカムと言 って いいのかどうかは分 か
りませんけれども、 どれ だけの効果を上げて いる というふうに考えて おら れるか。そこをまず は
伺いたいと思います 。特に もしフォローアップ をさ れているということ であ れば、評価の視点は 、
多分、受講された学 生の 立場からどう評価さ れる か、その組織である 大学 自体がどのように評 価
されたか、それをと もに 進めておられる自治体は どのように評価され てい るか。その評価の視 点
もあわせて伺いたい とい うのがまずは一つで ござ います。
意見はその後にお 話し したいと思うのです けれ ども、まずは学生の 活動 をそれぞれ展開して お
られたかごしまさん から 、今の点について、 もし コメントがあればよ ろし くお願いいたします 。
○NPO法人消費者ネ ットワ ークかごしま森弁護 士／ 理事長

実際のとこ ろ、 確かにおっしゃった 、

それをした後にどの よう な影響が学生にあっ たか までは、私自身は把 握し ていないのですけれ ど
も、その後 、例えば講演会 だとか、NPO法人 の総会と かにも講師などを招 いて やるのですが、そう
いったときに、非常に学生 さんが10人、20人来ていた だいている。休 みとかにや るわけですから、
出かけてくるという こと は、学生にとっては 、休 みをちょっと潰して でも 聞いてみようかと思 う
わけですから、それ なり に興味を持ってくれ たき っかけにはなってい るの ではなかろうかとは 思
っています。具体的 にど こまでどうだったか とい う個別的な意見は聞 いて おりませんけれども 、
私が考えているのは そう いったところです。
○髙委員長

全て聞 いて からのほうがいいで すか 。

ならの方、お願い しま す。
○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

奈良は、逆にこちらが、こ の学生さんたちはど

うしてこんなに熱心 に消 費者問題にかかわっ てい るのかなと思うぐら いで して、奈良女子大学 の
学生さんは独自にも 奈良 県の委託事業を受け てい まして、いろいろ な啓発冊 子を作られたりとか、
奈良に下市町という 小さ い町があるのですけ れど も、そこのケーブル テレ ビ会社と一緒に啓発 ビ
デオを作成したりと か、 それがきっかけで大 学と 町が連携協定を結ん だり とか、いろいろな効 果
が発生しております。学 生さん自身も、将来 自分 が社会人になっても 消費 者問題にかかわりた い
だとかいう言葉も出 てき ておりまして、そう いう 意味で、学生時代に、消 費者問題に自主的に 、
自分の力でかかわっ てい たということが、学 生さ ん本人にも、大学に も、 地域にもすごくいい 効
20

果があらわれている のか なと、抽象的なので すが 、思っております。
以上です。
○髙委員長

それは ゼミ の活動の延長ではな いの ですか。ゼミの先生 が熱 心だったら、かなり 積

極的にやりますね。
○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

そうですね。確か にゼミの 先生も熱心なのです

けれども、学生さん も、 特に２、３人すごく 活発 な方がおられて、周 りの 方を引っ張っていっ て
おられるような感じ でし て、ゼミだけではな くて 、研究会は純粋にゼ ミと は外れた研究会みた い
なのです。
○髙委員長

分かり まし た。ありがとうござ いま す。

とちぎさん。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

とち ぎは 、この後のフォロー はと っていないのですけ れ

ども、一部特徴的な もの は、この講義を聞き まし て、教務課の方がお 見え になりまして、学生 相
談の、教授の先 生方にお話 をしてくれないかと 聞い て、一度お伺い したことが ございます。別 途、
ある大学の担当のゼ ミの 先生は、毎年来てく れな いかということをい ただ きましたので、これ は
実はこういう事業で 、こ ういう予算がありま すと 申し上げたら、そこ を何 とかという形で、一 応
５月に、新年度早々 に、２こまで、これは全 くの ボランティアという 形で 伺うことになってお り
ます。学生について は、 直接、その後がどう かと いう効果は確認をし てお りません。
以上です。
○髙委員長

富山さ んは、啓発事業は高校生 向け ですか。

○富山県消費者協会 椙原 事務局長

そうです ね。 高校生も、多様な主 体事 業にも参加してもら っ

ているのですが 、県のほうで高校生の出前講座をや っておりまして、弁護士さ んが講師で、毎 年、
かなりの高校に出向 いて いって、それは評判 がい いと聞いていまして 、18年度ぐらいからずっ と
事業が継続していま す。
大学生が参加する 事業で、うちでやってい る多 様な主体事業に関し ては 、答えになっている か
どうか分からないの です が、中間報告会と最 終報 告会をやっていまし て、 どんなところで苦労 し
たかとか、学生さん の反 応とか、学生さんも 出て きて話をされるので すけ れども、非常に興味 が
あるという話を聞い てい まして、次年度もも う一 回やりたいというよ うな ことを報告されます の
で、それなりに手応 えは あるのかなと思って いま す。
○髙委員長

ありが とう ございました。

山形のほうは特に よろ しいですか。
○山形県生活協同組 合連 合会安部常務理事

はい 。

○髙委員長

どうぞ 。

○受田委員

ありが とう ございます。一通り お伺 いして、フォローア ップ をどのような形で体 系

的に実施していくの か、その成果自体を具体 的に 可視化していくこと によ って、御努力されて い
る事業自体が、事業 とい うのは事業と授業の両方 が、いろいろな意味 で費 用対効果的にも見え て
くるのかなと感じま した。まずは定性的な指標 であ っても、今どきよくKPIと かいう言葉も使いま
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すけれども、そうい った 目標のようなものが もし あれば、またさらに 駆動 力になっていくので は
ないかと感じました 。そ ういう意味で、フォ ロー アップをしっかりや って いただくというのが 必
要かなという点が１ 点で す。
大学生あるいは高 校生 に対する消費者教育 は、 先ほどもございまし たと おり、成人年齢を引 き
下げることによって 、様 々な対応が求められ てい たり、懸念材料があ ると いうことは異論がな い
ところでございます 。そ こに向けて高校生、 大学 生の消費者教育をさ らに 強化していく方向は 、
これはもう誰もその 重要 性に異論を挟むこと はな いと思うので、先ほ ど申 し上げたこれまでの 実
績によってどれだけ の成 果を上げておられる かと いうことを多面的に 可視 化していくことによ っ
て、これによって成 人年 齢引下げに対応がで きる というような説明の され 方をすると、各団体 に
おける財政的な基盤 のお 話も、もしかしたら 突破 口が見えてくるのか なと いう感じもいたしま し
た。
ちなみに私自身、大学 に籍を置いていて教 育に 携わっております。 単位 を付与するかどうかと
いう点は、今の段階 では 、授業を開講する教 員の 主体性によっている 部分 が大きいと思います 。
ただ、大学は、例えば私の 大学は学生数が5,000人規 模なのですけれども、開 講 している授業数は
3,000科目ぐらいある ので す。本当に多様で、いろい ろな内容をそこの中 に企 画することができま
す。ですから、学習 指導 要領等の縛りがある よう な小中高に比べると 自由 度は非常に高いので 、
うまくその成果を可 視化 していくことによっ て効 果があるということ が全 体として理解できれ ば、
あっという間に授業 の中 に盛り込んでいくと いう 流れができていくのでは ないかと思います。
その根拠として、最 近、文部科学省は「地（知）の 拠点整備事業」といっ て、COCという事業を
各地方の大学を中心 に展 開しています。ここ では 、地域に対する愛情 を醸 成する教育を大学で や
るということで、地 域志 向教育科目というも のを 各大学で設置するこ とが 企画の中に盛り込ま れ
ています。これは各 大学 で比率が違うのです けれ ども、文科省の補助 事業 でそういう方向性が 出
された途端、相当な 比率 で地域志向教育科目 が立 てられています。し たが って、消費者教育の 重
要性を、国を挙げて訴え て いくことになり、その裏 付 けのようなものがで きれ ば、COCの事業にお
ける地域志向教育科 目に 相当する消費者志向 教育 と言ったらいいので しょ うか。そういったも の
がかなりのボリュー ムを 持って企画されてい くこ ともあり得るのだろ うと 。そういう事例とし て
も参考になるのでは ない かと思います。
そういう意味で、 我々 は大学に籍を置いて いる 立場上、我々自身が やっ ていかないといけな い
という思いは非常に ある のですけれども、今 の成 人年齢の引下げは、 もし かすると、そういう 流
れを作っていく上で は極 めて重要なターニン グポ イントを迎えている とい う見方もできるので は
ないか。そういう感 想を 持って拝聴いたしま した 。ありがとうござい ます 。
○髙委員長

池本委 員長 代理、どうぞ。

○池本委員長代理

今の 受田委員の質問と共 通の 問題意識をもう一歩 掘り 下げると、とちぎの 活

動についてお伺いし たい のですが、ほかの地 域で は、各大学に熱心な 先生 がいらっしゃって、 そ
の方から声をかけて いた だく。大体ほかの地 域で もそのように聞いて いる のですが、とちぎの 消
費者カレッジは12か所で、それぞれ50人とか100人。しかも昨年も10か所、一 昨 年も12か所という
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非常に多数のところ でや っておられるのです が、 これは誰か、それぞ れの 大学のポイントにな る
先生をつかまえてつ なが っているのか、それ とも 、教務課なり、どう いう ルートでこれだけ幅 広
くつながりを作って毎年 やっておられるのか、あ るいは年によって開 催す る場所もいろいろ違 う
のか。その辺の手順 をお 伺いしたいと思うの です 。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

一番 は、 大学の先生方の力添 えを いただくことです。 生

協連の役員が、これ まで の活動を通じてお知 り合 いになった先生を通 して 、大学のしかるべき ご
担当を紹介いただき 、事 務局が説明に伺っており ます。
年度によって違う のは 、その大学によって 、今 年はもう、という形 のと ころもある。そうい う
年もあるので多少の ばら つきがありますけれ ども 、ここは続けて10校 前後 のところがあって、 栃
木県は大学、短大は 全部 合わせても20もござ いま せんので、この辺が 限界 かなと思っている。 何
しろ先生本位です。 はっ きり申し上げて先生 本位 という形でございま した 。
○池本委員長代理

その20の中の10以上がこ のよう に反応を示すという のは すばらしい取組だと

思うのですけれども 、紹 介されたその担当の 先生 のところでまた翌年 もと いうことなのか、あ る
いは教務課を通じて 、場 合によっては違う先 生が また受けていただい たり というようなところ も
あるのですか。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

大体 が前 年度にお願いした先 生に またお声かけをして い

るような形でござい まし て、実施した大学で 別の 先生というのは、ま だ今 までございません。
○髙委員長

関連し て私 も聞いてよろしいで すか 。これは一回限りで すね 。90分の授業ですね 。

そうすると、その講 義を 受ける科目は何にな って いるのですか。普通 、先 生方は、例えば15こ ま
とか、自分の科目を 担当し てやっているのです けれ ども、その中に入っ ている ということですね。
○とちぎ消費者ネッ トワ ーク山田代表

そう です 。また、「経営実践 講座 」や「社会生活講座 」

などという連続講座 の中 の１テーマとして、 消費 者問題を取り入れていた だいているケースも あ
ります。
○髙委員長

ありが とう ございます。

ほかにございます でし ょうか。
樋口委員。
○樋口委員

私自身 も、 今はこちら側に座っ てい ますけれども、長野 県で 適格消費者団体を目 指

すNPO法人の理事長を して いまして、おとといにちょ うど会議をやってき たば かりなので、皆様の
お話については、状 況は 同じだなと思いまし た。 その中で、まず、幾 つか 質問をさせていただ き
たいことがあるので す。その上で若干意見を 申し 上げたいと思うので すが 、一つは、私も同じ 事
情があるのですが、 かご しまさんの資料の４ ペー ジで、適格消費者団 体の 申請を決断するのは な
かなか難しいと。消 費者 庁のほうでいろいろ 基準 があって、沖縄の例 もあ るのでというお話が あ
りましたが、もう少し具 体的に、どこをお困 りに なっているのか。差 し支 えない範囲で、例え ば
申入れ案件の数なの か、 それとも、財政的な 基盤 なのか、もしくは会 員の 数なのか、いろいろ な
要素があると思うの です が、特にお困りにな って いるところがどうい う点 なのか伺いたいと思 い
ます。これはかごし まさ んに限らず、ほかの 皆様 も、多分、財政的に は非 常に厳しい状況では な
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いかと推察します。かご しまさんの会員の方 の数から概算してみまし たが 、会費収入は余り大 き
くないということで 、県 の補助が非常に重要 な役 割を担っていると思うの ですが。申請に当た っ
て、特に今、力を入 れて おられる、あるいは 困っ ておられることがあ れば 、具体的にその辺を、
もし差し支えなけれ ば教 えていただければと いう ことが第一の点です 。
それに関連して、 長野 県の場合ですと、立 ち上 げに関する県の支援経費 として助成金が出る の
ですが、皆様のお話 です と、委託費とか個別 の事 業費での支援が中心 だっ たように思います。 組
織を立ち上げる場合 、事 務所を確保しなけれ ばい けないとか、申し出 のた めの委員会や勉強会 を
開かなければいけな いの ではないかと思いま す。実際に申し出をする場合 には、かごしまさん な
ども同じような事情 だと思うのですが、私ど も長 野県の場合は非常に 地域 が分散しているので 、
交通費だけでも相当 な個 人負担になってしま いま す。そのような立ち 上げ るための費用に関し て
自治体のほうで支援 制度 があるのかどうかお 伺い したいと思います。
この点について、 ほか の県の方も、その辺 でも し関係がありそうで した ら、ちょっと教えて い
ただければと思うの です が、よろしくお願い しま す。
○髙委員長

かごし まさ んから。

○NPO法人消費者ネッ トワ ークかごしま森弁護 士／ 理事長

今、大体丸３年で 、そろそろという話

も起こっているので すけ れども、まず、一つ はお っしゃるとおり財政 的な 面で、県の委託事業 で
大体250万の予算を３ 年間 つけていただいて、実際の 費用も要りますので、毎年 残せるのが50万ぐ
らいで、今、それの150万 といろいろな会員か らの もので大体200万ち ょっと たまっています。お
聞きするところによ ると、200万以上何とか基礎 的な 財政がないといけな いと いうことで、それは
現時点ではクリアで きる かもしれませんが、 今後 、何らかの相談事業 とか 講演とかをやってい っ
て、費用だけ出 て、委託 が 半分になるというこ とに なると、今やっ とためたお 金もまた出ていく。
そういうことになっ て、 財政的な面は非常に まず 一つ問題。
それと、これ は財政に関 係あるのですけれど も、今 、生協さんにお んぶにだっ こという状態で、
事務局も生協の職員 の方 をおかりしていると いう 状態で、申請になる とき ちんとした一画の、 枠
のある部屋で、それ なり の設備の整ったもの でな いといけないという こと があるようで、そう な
ると、今の段階では 、生 協さんにお願いはし てい るのですけれども、 どこ まで具体的に提供し て
いただけるか。その あた りのおんぶにだっこ の程 度をどこまでできる のか 。これも財政に関係 し
てくるのですけれど も、 自前で財政があれば 、そ んな心配もないので すが 、とても自前ではで き
ない。
申入れの点では、 どの 程度の実績があれば いい のかもあるのですが 、一 応それなりにいろい ろ
検討して申入れもや って 、成果も上がって、この 程度で了解していた だけ るのかは分かりませ ん
けれども、それはそ れな りに検討委員会を設 けて やってはいると思っ てい ます。基本的に、財 政
的な問題と、本当に どうい う手続、おきなわさ んに今 度聞きに伺おうかと も思 っているのですが、
どういう手続をどう 踏ん でいったらいいのか とい う具体的な問題です 。例 えば先ほども申し上 げ
た事務室とか、物理 的な設備がないといけな いと いうことをどうクリ アす るかとか、事務局も 、
今は本当に生協さん にお んぶにだっこですが、そ れでいいのかとか、 一旦 適格消費者団体にな れ
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ば、それなりの組織 で継 続して運営していく こと になれば、運営資金 とか も必要になっていき ま
すので、そういう長 いス パン、時間で考えれ ば、 今、申請して、通っ てや っていけるのかとい う
不安もあるというか 、そ ういったいろいろ心 配な 点がある。
あとは本当に、ど の程 度の状況のときだっ たら 申請して、いろいろ 申請 は大変だとは聞いて い
るのですけれども、 認可 していただけるのか 。そ の程度もよく分から ないところがある。そう い
った点で、どうしよ うか という状況にある。 そう いう状態です。
○髙委員長

そうし ます と、４ページに書か れて いる、どの程度の内 容が あれば、実績があれ ば

認定を受けられるの かと か、財政的なもの云 々と あるのですけれども 、そ れと同時にここに書 か
れているのは、どの時点で 申請すべきかという のは、要するに、一度申請して認 可をもらったら、
ある意味で覚悟が要 るわ けですね。そうい う意味で 悩んでおられるとい う意 味でもあるのですね。
○NPO法人消費者ネッ トワ ークかごしま森弁護 士／ 理事長
○髙委員長

それも一つ あり ますね。

継続し てい かなければいけない とい う意味ではね。あり がと うございます。

ならのほうはいか がで しょうか。
○ NPO法 人 な ら 消 費 者 ね っ と 北 條 弁 護 士 ／ 理 事 長

樋口先生がおっしゃった立ち上げに関する助

成金があるかどうか とい うところなのですけ れど も、ありません。奈 良県 の「消費者利益擁護 支
援事業」という事業 者申 入れの助成のお話を させ ていただいたのです が、 あれもあくまで、な ら
消費者ねっとにとい うこ とではなくて、公募 して 、プロポーザル方式 で選 ばれたからというこ と
でして、行政は何か 特定 の事業をやるという こと での助成はあるので すけ れども、特定の団体の
立ち上げ資金とか運 営資 金への助成は、どう もし にくいみたいで、県 が明 言したわけではない の
ですが、立ち上げの 助成 はなかなかこれから も難 しいのかなと思って おり ます。
○髙委員長

先ほど 確認 しませんでしたけれ ども 、鹿児島県も立ち上 げの 支援はないというこ と

ですね。
○NPO法人消費者ネッ トワ ークかごしま森弁護 士／ 理事長

独自のそう いっ た支援はできない 。で

すから、委託事業で 何と かプールしていって 、築 き上げてくださいと いう ことです。
○髙委員長

ちばの ほう をお願いできますか 。

○NPO法人消費者市民 サポ ートちば常岡弁護士 ／副 理事長

ちばのほう は、昨 年12月に事前に審査

というか、消費者庁 に赴 いて、現状の準備状 況、 定款あるいは業務規 程な どを確認していただ い
て、どうでしょうか とい う協議をしてきまし たと ころ、特段問題は指 摘さ れなかったのです。た
だ、事務所を独立に とか 、電話とか、あるい は情 報を完全に独立化さ せてやったりとかいうこ と
は指摘されましたの で、 一応それは、逆に言 えば 、今年度中にその指 摘が あったので、立ち上 げ
るための県の助成は いた だいていたので、そ のお 金で何とか体制はと れる かなというところで 考
えています。あとは 会員 を増やして、会員目 標数 あるいは資産の目標 金額 を設定して、それに 向
けて目指していけれ ば何 とかできるかなと思 って います。
○髙委員長

ありが とう ございました。

とちぎさん。
○とちぎ消費者ネットワーク山田代表

栃 木 県 は NPO法 人 と ち ぎ 消 費 者 リ ン ク を 一 昨 年 に 法 人 化
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しまして、検討委員 会を 設けて、実は１月末 に消 費者庁に行きまして 、る る資料を提出したら 、
これでいけるかなと いう お答えをいただきま した ので、今年の末には 申請 しようかなと思って お
ります。ただ、問題 は、 会員が一応110名近 くおる のですけれども、200万円 もクリアしているの
ですが、その中でほ とん どが生協からの者で ござ いまして、実際の個 人の 方はすごく少ないと い
うのが頭の痛いとこ ろで ございます。
県からの支援でご ざい まして、これはNPOを立ち 上げる前に県にもお 願い に行ったのですが、ま
ず、法人化されてい ない ではないかという形 で、 ちょっと厳しかった 。一 応法人化して、やっ た
ら、まだ認定を受け てい ないではないかとい う形 で検討しますと言わ れて おりまして、先日の 消
費者庁の来年度予算です ごくショックを受け てい るところでございま す。
もう一つは事務所 の問 題で、事務所もとち ぎ生 協連の一部を３坪ほ どお 借りしてやっており ま
して、パーティショ ンで 区切っていますけれ ども 、上は空間ができま すの で、生協の事務所と 筒
抜けですので、それ を埋 めろというと消防法 の問 題が出てきまして、 大変 痛い問題で、事務局 の
問題が一番痛いとい うと ころです。
それと、ちょっと 細か いことなのですけれ ども 、検討委員会で弁護 士の 方の参画がすごく少 な
くて、７名ぐらいし かい ただいておりません ので 、いかにして弁護士 さん に入ってもらうか。 そ
れが一番検討委員会 の中 で頭を痛めるところ でご ざいます。
以上でございます 。
○髙委員長

ありが とう ございました。

富山のほうは、適 格消 費者団体は特に設立 する 予定はないのですね 。
○富山県消費者協会 椙原 事務局長

石川県さ んで 頑張ってくださって いる ので、うちのほうは ま

だ何か鈍いです。済 みま せん。
○髙委員長

県とし ては 、支援はあるのです か。 御存じであれば。

○富山県消費者協会 椙原 事務局長
○髙委員長

全然ない です 。ないと聞いていま す。

ありが とう ございました。

山形県、お願いし ます 。
○山形県生活協同組 合連 合会安部常務理事

山形 県は先ほど申し上げ たよ うに、宮城県で設立 し

た消費者市民ネット とう ほくという適格消費 者団 体がありましたけれ ども 、そちらとやって、 山
形県との関係では、まだ 具体的な動きはない し、 支援も受けていない とい う状況です。
○髙委員長

池本委 員長 代理、どうぞ。

○池本委員長代理

実情 を山形にお伺いした いの ですが、宮城県にネ ット とうほくができて、 そ

こは東北ブロックの ほか のところにも声をか けて 、学者さんだとか、 個別 的に参加を募ってい る
とお聞きしたのです が、そ の中で、山形からは、例 え ば弁護士、司法書士、消 費 生活相談員など、
あるいは消費者団体も含 めて、各分野の方が 一定 数参加するという形 にな っているのか、それ と
も、１人、２人とい うよ うにばらばらとなっ てい るのか。
○山形県生活協同組 合連 合会安部常務理事
○池本委員長代理

ばら ばらの参加の状況の よう です。

たし か奈良は大阪でKC'sがで きたときに、部会的 にし ばらくやっていて、 だ
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んだんと独立をする 方向 の基盤ができたとお 聞き したのですが、それ はど ういう感じでなさっ た
のでしょうか。
○NPO法人なら消費者 ねっ と北條弁護士／理事 長

KC'sのほうには、奈良の消 費生活相談員さんと

か、弁護士さんとか が検 討委員会に入ってい るの ですけれども、独立 した というか、まだそこ ま
で奈良はいっていな いよ うな感じでして、こ れか らという感じです。
○髙委員長

どうぞ 、樋 口委員。

○樋口委員

皆様か ら実 情を聞かせていただ いて 、個人的な意見とし て若 干申し上げたいので す

が、47の都道府県で 適格 消費者団体ができる とい うのが当面の一つの 目標 かなと思うのですが 、
申請をして適格団体 とし ての認定を受けると いう ことについて、今の 仕組 みで本当にいいのだ ろ
うかということに、 私は 根本的な疑問を持っ てお ります。といいます のは 、今、前半の議論の 中
でも、適格消費者団 体の 役割として、例えば 消費 者教育の分野、これ は御 要望の中にもありま し
たが、そういった分 野で も地域に貢献をした いと いうお話がありまし た。適格消費者団体は、今
後、基本的には県内 の消 費者団体として活動 して いくということでは ない かと思うのです。そ う
しますと、そういう 団体 に関して、消費者庁 が全 て認定をするという こと でいいのかどうか。
ブロックごとにモ デル となる適格消費者団 体が 幾つかできています ので 、将来的には都道府 県
のレベルで適格消費 者団 体を認定する仕組み が必 要と思っています。適格 消費者団体の性格も、
差止に係る部分以外 、民 法とか他の法令に関 連す る問題も扱う可能性 があ ると思いますし、消 費
者教育の問題とか、 そう いったことも含めて 地域 の消費者団体を育て ると いう考え方に大きく 変
えていかないと、単 に国が本来行うべき業務 を代 行する機関であると いう ような形になってし ま
うのではないかと懸 念し ています。適格とい う意 味は、決して認定を 受け てボランティアで国 の
業務の肩代わりをす る団 体という意味ではな くて 、本来的には地域の 消費 者団体として一定の 要
件を持って幅広く活 動し ていけるようなもの が、 その地域の実情に応 じて 適格団体として認め ら
れていくべきではな いか と感じました。
適格団体を取り巻 く環境は、地域によって 実情 は様々です。例えば 一定 の予算を集めるとか 、
会員を集めるとか、 一定 の会合を持つという こと だけとっても、地理 的な 状況から、今もお話 が
ありましたけれども、離 島の問題とか、私ど もも 非常に地域が広いも ので すから、長野県でも苦
労しているのです。 会合 一つ、あるいは会員 の問 題をとっても、地域 によ っては都市部のよう な
形にはなかなかでき ない ところが非常に多い と思 うのです。逆に、そ うな ると、案件の数も少 な
いかもしれません。
しかし、地域の消 費者 団体としての役割は 非常 に大きいわけですか ら、 そういった点を配慮し
て、根本的に仕組み を今 後考え直していかな いと 、今、御努力されて いる ことが報われない部 分
が非常に大きくなっ てし まうのではないかと いう ことを痛感いたしま した 。
この点は、長野で の体 験に基づく意見でも あり ます。
○髙委員長

ありが とう ございました。

ほかはよろしいで しょ うか。
それでは、本日、非常に 貴重な御意見、御要望をい ただきまして、心より感謝 を申し上げます。
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私のほうで整理を させ ていただきますと、 いろ いろなご提案いただ いた と思っております。 １
番目は、地方消費者 行政 は非常に厳しい中で 、財 政的な支援が欠かせ ない 。今までのような時 限
的なものではなくて 、恒 常的な予算措置を考 えて くれないかというお 声が ございました。こう い
う状況が続くと、消 費生 活センターを縮小し てい くとか、あるいは相 談員 そのものも減らして い
かざるを得ない状況 なの だという御説明をい ただ きました。
継続してもらいた い事 業ということで、消 費者 教育に関する国から の情 報提供。これは非常 に
役立っているという こと で、今後も続けても らい たいというお声をい ただ きました。
適格消費者団体の 支援 に関しましては、皆 さん 財政的な支援が必要 だと 。県からの支援はい ず
れもないという状況 の中 で、非常に厳しいと いう ことでした。多分、 私は そのように理解した の
ですが、ほとんどの 団体 が生協さんに頼って いる ような状況である。 これ は何とか改善しなけ れ
ばいけないと私ども も思 っております。
適格消費者団体認 定に 当たっては、例えば差止 請求の対象とならな いよ うな事業といったも の
も申入れ活動の実績 に入 れてもらえないかと いう お声を頂戴いたしま した 。
成人年齢の引下げ に対 応した活動で、これ は待 ったなしで取り組ま なけ ればいけないという こ
とで、我々もそのよ うに 考えております。そ んな 中で、大学での教育 につ いていろいろ説明を い
ただきましたけれど も、 受田委員が、その成 果を 可視化していただけ ない かと発言されました。
多分、受田委員が考 えて おられるのは、推進 交付 金から強化交付金に 変わ っていくではないで す
か。その中で、金額 は少 し小さくなるのです けれ ども、御存じのとお り、 国として取り組むべ き
重要な消費者政策を 見ま すと、SDGsへの対応 、若 年者への消費者教育 、地 方公共団体における 法
執行強化とか、こういった 柱があるのです 。その中の ２番目、例えば 若年者への 消費者教育とか、
これは交付金が出る わけ ですね。ですから、 今ま で展開されている活 動を 生かす意味で、こう い
う活動をやって、こ ういう 成果が上がっている のだ という説明ができれ ば、交 付金を受けられる、
そこからの恩恵がな いと いうわけではござい ませ んので、ぜひとも 取組はや りっ放しではなくて、
できるだけ成果につ いて も説明できるように していただければと思い ます 。
もう一点、今日は 議論 になりませんでした けれ ども、消費者教育推 進法 の中に、これは富山 県
からの御提案があり まし て「持続可能な社会 の形 成」に関して、事業 者の 責務という記載がな い
ではないかと。言わ れて みれば確かにありま せん ね。消費者基本計画 とか そういうところには 記
載されているので、 ある ものだと思っていま した けれども、言われて みれ ば確かにその記載が な
いので、それも今後 、消 費者委員会の議論の 中で 検討させていただけ れば と思っております。
皆さん方の財政的 な苦 しい状況は、何とか 解決 しますとは簡単には 言え ないので、全体とし て
消費者行政が回る仕 組み をもう一回考えなけ れば いけないと思ってい まし て、現在、消費者委 員
会では、そのための ワー キンググループで、 グラ ンドデザインをどう 設計 し直すかという問題 を
考えているところで す。 そもそも個別の消費 者団 体が回らなかったら 、い ろいろな仕組みを地 方
に作ったところで、 消費 者行政全体は回って いか ないわけですので、ワー キンググループの検 討
会の中にも皆さん方 の御 意見を生かしていき たく 思います。
本日は、お忙しい とこ ろ、御出席をいただ きま して、ありがとうご ざい ました。
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今後の委員会の運 営の 参考にさせていただ きた いと思います。ど うもあり がとうございました。

≪３．閉会≫
○髙委員長

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、皆様、 お

集まりいただきまし て、 ありがとうございま した 。
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