
平成２９年度第２回

札幌市消費生活審議会

会 議 録

日 時：平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ５ 日 （ 月 ） 午 前 １ ０ 時 開 会

場 所：札幌市役所本庁舎 １８階 第４常任委員会会議室
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１．開 会

○河森会長 皆さん、おはようございます。

定刻になりましたので、これより、平成２９年度第２回札幌市消費生活審議会を始めた

いと思います。よろしくお願いいたします。

昨年１０月１日に、この審議会に長く関わっていただき、さまざまなご意見、ご感想等、

消費者目線に立った発言をいただいておりました桑原委員が亡くなられました。ちょうど

昨年７月の委員の改選がありまして、その後でお亡くなりになって、葬儀にも出席させて

いただいたのですが、この場をお借りして哀悼の意を表したいと思います。

また、その遺志を次いで、審議会の中でも市民目線に立った意見等、さまざまな観点か

ら本日もご意見等をいただければと思います。

では、議題に入ります前に、事務局からお願いいたします。

○事務局（鳥井消費生活課長） 事務局を担当しております鳥井でございます。

本日もどうぞよろしくお願いいたします。

本日は、佐々木威知委員、中野委員から、所用により欠席とのご連絡をいただいており

ます。札幌市消費生活審議会委員１２名のうち、１０名の方にご出席いただいておりまし

て、札幌市消費生活条例施行規則第２９条第２項に規定する定足数に達しておりますので、

この会議が成立しておりますことをご報告させていただきます。

なお、本日のお座席につきましては、お名前の五十音順でお座りいただいております。

また、今回初めてご出席いただきました委員がいらっしゃいますので、ご紹介させてい

ただきます。

私のほうから見て右奥にいらっしゃいます公益社団法人札幌消費者協会会長の髙橋幸一

委員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○髙橋委員 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。

○事務局（鳥井消費生活課長） 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。

本日、各委員のお席には、次第と審議会委員名簿、座席表、また、配付資料一覧に記載

がございますように、資料番号１－１から３－４まで、計１０点をお配りしてございます。

ご確認をお願いいたします。

もし不足等がありましたら、お知らせいただければと思いますが、いかがでしょうか。

では、議事に入る前に、事務局のほうからも一つご報告させていただきたいと思います。

先ほど、河森会長からもお話がありましたが、前審議会の副会長でありました公益社団

法人札幌消費者協会顧問の桑原昭子様が昨年１０月１日にご逝去されました。

桑原様は、長年にわたり、消費者問題に精力的に携わってこられ、札幌市の消費者行政

にも多大なご貢献をされてこられました。

ご功績に敬意を表するとともに、心より哀悼の意を表します。

事務局からは、以上でございます。

それでは、河森会長、よろしくお願いいたします。
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２．議 事

○河森会長 それでは、議題になります。

本日は、議題といいましても報告に近くて、報告内容を聞いた上で感想なり気になる点

を含めてお話をお聞かせいただければと思います。

１件目の議題ですが、第３次札幌市消費者基本計画の策定経過について、審議を始めた

いと思います。

事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（大西消費生活係長） 消費生活係長の大西です。

議題（１）の第３次札幌市消費者基本計画の策定経過について、ご説明をさせていただ

きます。

まず、本日までの経過についてご説明いたします。

資料１－１をご覧いただけますでしょうか。

こちらには、平成２８年度、２９年度と２年間にわたる計画策定のスケジュールをお載

せしております。皆様にご参加いただいたのは、２９年７月２１日に開催した平成２９年

度第１回審議会でございます。

こちらの審議会以降、９月１２日に河森会長、佐々木副会長から市長宛てに答申書を手

交していただいております。

９月１２日の答申書手交を受けまして、札幌市として計画案を作成し、市役所内部での

意思決定過程、こちらの表で言いますと庁内会議になるのですけれども、そこに３回ほど

かけさせていただき、計画案を確定させた後、平成２９年１１月２９日に札幌市議会に対

して計画案の報告を行い、１２月２１日から１カ月にわたり、パブリックコメントを実施

させていただきました。

現在は、いただいたパブリックコメントの内容などを踏まえて最終的な計画案を策定し

ておりまして、３月下旬までには第３次札幌市消費者基本計画を公表させていただく予定

となっております。

スケジュールのご説明については以上でございます。

次に、現在の計画案に関しまして、パブリックコメントのときの計画案に基づいてご説

明させていただきます。

資料１－２をご覧いただけますでしょうか。こちらがパブリックコメントを行った際の

資料となります。

答申で第３次計画の方向性をいただきましたので、計画の策定に向けまして、第２次計

画及び消費者教育推進プランの指標の達成状況や、今後、札幌市として計画内容を具現化

するための施策等の記載を追加し、進捗管理に向けた成果指標、行動指標を設定している

ものでございます。

詳細につきましては、資料のページに沿ってご説明させていただきます。
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資料１－２を２枚おめくりいただきまして、右側に第３次札幌市消費者基本計画（案）

の概要がございます。こちらを使いましてご説明させていただきます。

１枚めくっていただいて、６ページ目になります。

まず、第２次基本計画の検証について掲載しております。その下の枠につきましては、

消費者教育推進プランの検証について掲載しております。

それぞれ設定しております行動目標、それから、成果指標につきまして、策定時点と目

標値については計画にあるとおりですが、達成状況ということで、平成２８年度現在での

それぞれの達成状況について記載させていただいております。

各指標につきまして、目標を達成できる見込みであるもの、もしくは、達成しているも

のにつきましては◎を、策定時よりも改善しているもの、改善するであろうものにつきま

しては○を、残念ながら、策定時を下回る見込みとなると想定されるものについては△を

記載させていただいております。

この検証につきましては、計画案の１６ページから詳細に記載させていただいておりま

す。

１６ページにおきましては、第２次基本計画・消費者教育推進プランの検証・総括とな

ります。

まず、（１）といたしまして、第２次基本計画の重点項目における取り組み概要と評価

ということで、第２次計画の評価をさせていただいております。

（ア）重点課題１の安全・安心な消費生活の推進では、行動目標として災害時の手順の

整備を掲げております。こちらについては、平成２６年度までに整備という目標でしたが、

平成２７年３月にマニュアルを作成しましたので、達成できていることにさせていただい

ております。

次に、１７ページをご覧いただけますでしょうか。

（イ）重点課題２の消費者被害の防止及び救済の推進では、行動目標が三つ設定されて

おります。２のネットワーク事業の実施区数、３の啓発講座の実施回数、４の相談員の研

修受講回数の三つを設定しておりまして、２については１０区で実施しておりますので◎

を、３につきましては、平成２８年度現在で目標を達成することは難しいということで○

を、４につきましては、目標値の４５０回を達成できるだろうということで◎を記載させ

ていただいております。

続きまして、１８ページをご覧いただけますでしょうか。

（ウ）重点課題３の自分で考え、行動する消費者となるための支援の推進では、行動目

標を同じく３点掲げております。児童、生徒、学生を対象とした校内での啓発事業につき

ましては、平成２８年度現在の状況が１５８回となっておりますので、２９年度を足して

も目標値の２００回には到達できないのではないかということで○を、消費者教育推進の

ための計画の策定につきましては、平成２７年３月に札幌市消費者教育推進プランを策定

いたしましたので◎を、消費者センターが行う啓発講座の実施回数につきましては、平成
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２８年度現在で１４６回となっておりますので、目標値に到達するのは難しいのではない

かということで○を記載させていただいているところでございます。

次に、１９ページをご覧いただけますでしょうか。

（エ）重点課題４の次世代につながる消費生活の推進では、環境保全と消費生活に関す

る啓発事業の実施回数を掲げております。こちらの事業は消費者センターで行うものにな

っておりまして、平成２８年度現在で４４回実施しておりますので、年平均で考えても目

標値の５０回には到達できるということで◎を記載しているところでございます。

２０ページをご覧いただけますでしょうか。

（オ）の第２次計画の成果指標でございますが、こちらにつきましては、市民アンケー

トの結果に基づいて記載しております。

それぞれ、１、２、３、４の成果指標を設定しておりましたが、若年者のうち、消費者

教育を受けたことがあると答えた人の割合につきましては目標に到達しております。その

ほかは、目標には到達できませんでした。１の消費者センターで消費生活相談ができるこ

とを知っている人の割合につきましては計画策定時を下回る状況にございますので、こち

らには△を記載している状況でございます。

第２次計画の検証につきましては、以上でございます。

次に、２１ページの消費者教育推進プランに掲げる取り組み内容と評価でございます。

（ア）の達成指標につきましては、担い手を育成するための講座数、イメージマップの

割合につきましては、達成できるだろうということで◎を、消費者センターで実施する年

間の講座回数につきましては、単年度で見ても２５０回には到達できないのではないかと

いうことで△を、それから、講座の回数につきましても５００回には到達できないのでは

ないかということで○を記載しているところでございます。

さらに、２３ページの（イ）成果指標でございますが、若年者のうち、消費者教育を受

けたことがあると答えた人の割合につきましては目標値の７０％に到達しておりますし、

消費者センターで実施した講座への参加者数につきましても２８年度で９，０００人を超

えておりますので、この二つについては◎を記載させていただいております。

以上、第２次計画と消費者教育推進プランの検証及び平成２８年度の事業の実施状況に

ついて、あわせてご説明をさせていただきました。

では、概要のほうにお戻りいただきたいと思います。

この第２次計画と消費者教育推進プランの検証を受けまして、今後の課題と第３次基本

計画の策定に必要な視点ということで、下の方に載せております。

次に、右側の３の計画の体系の基本的方向と基本的施策をご覧いただきたいと思います。

主な施策のうち、第３次計画から新たに取り組むこととした施策につきましては新のマ

ークを、取り組みを強める施策についてはレベルアップの「レ」を記載しております。こ

ちらにつきましては、基本計画（案）では３２ページから詳細に記載させていただいてい

るところでございます。
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概要に戻りまして、７ページ目に４の重点項目と成果指標・行動目標を記載しておりま

す。答申のほうで重点項目を４点お示しいただいていることから、掲げたことを実現する

ために、重点項目ごとに重点施策を記載するとともに、取り組み結果を検証するために成

果指標を設定いたしました。また、成果指標を達成するために、重点項目ごとに行動目標

を設定いたしまして、進捗管理を図ることとしております。

重点項目とそれに対する主な施策を基本計画（案）の２８ページに書かせていただいて

おります。

では、２９ページから簡単にご説明させていただきます。

重点項目１の「安全で安心できる消費生活に向けた取引行為のさらなる適正化」に対し

ては、重点施策として、消費生活条例や不当な取引行為に関する基準を事業者に周知徹底

して、違反事業者への対応を強化するということを新規として、また、ホームページなど

を活用して、消費者に対して悪質事業者やその手口に関する情報を提供するということを

レベルアップとして掲げております。そのほか、主な施策についても記載させていただい

ているところです。

重点項目２の「高齢者等における消費者被害の未然防止の推進」につきましては、重点

施策として、地域の見守りの必要性について周知するとともに、消費生活サポーターとし

て登録した市民や企業と連携して、見守り活動の充実を図るということを新規として、ま

た、大学や専門学校、企業等において、若年者に多い消費者被害の未然防止のための講座

や啓発の充実を図るということをレベルアップとして記載しております。そのほか、主な

施策を記載しております。

３０ページの重点項目３の「自ら考え、判断し、行動する消費者となるための学びの機

会の充実」につきましては、重点施策として、消費者センターを消費者教育の拠点として、

消費者教育の体系イメージマップに基づきバランスよく学べるよう、講座等の企画を行う

ことをレベルアップとして、また、学校の意見を取り入れた講師派遣講座の実施や学校で

活用しやすい教材の提供を行うということをレベルアップとして記載しております。

さらに、その下の重点項目４の「消費者行政のさらなる推進に向けた連携の強化とネッ

トワーク化の拡充」につきましては、３１ページの上のほうに重点施策といたしまして、

消費者団体との情報交換会の開催のほか、各種団体や他の行政機関との情報共有を図ると

いうことをレベルアップとして、また、消費生活サポーター、団体等の自主的に消費者教

育や啓発に取り組む事業者等と連携して、啓発活動を推進するということを新規として記

載しております。そのほか、主な施策を記載しております。

計画の進行管理、評価に関しましては、重点項目に対する成果指標、行動目標を４４ペ

ージから記載しております。

第６章の計画の推進のためにでは、２の計画の進行管理・評価ということで、（３）指

標を設定しております。重点項目１につきましては、成果指標を「消費生活トラブルに遭

った際に自分で交渉して解決したか、または、誰かに相談したことで解決した人の割合」
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とします。これは、平成２８年度の現状値で８２．８％だったものを平成３３年度の目標

値として９０％を掲げております。

これに向けた行動目標といたしましては、消費生活条例等に定める不当な取引行為の基

準等について、逐条解説を整備し、平成３０年度までに公開することを目標としておりま

す。

また、同じ行動目標として、消費生活に関する注意喚起情報の提供回数では、現状では

重大な事案について随時実施しているものでしたが、それに加えて、毎月定期的に実施す

るようにすることを目標としております。

重点項目２の「高齢者等における消費者被害の未然防止の推進」につきましては、成果

指標として、「消費者センターで消費生活相談ができることを知っている人の割合」が現

状値では５５．２％でしたが、これを平成３３度に８０％にするという目標を掲げており

ます。それに向けた行動目標といたしましては、見守り活動として消費生活サポーターの

個人登録者が平成３４年度末時点で３００人となるように、それから、未然防止というこ

とで、大学生または新社会人向けの啓発の回数が現状値では年１０回でしたけれども、累

計で６０回までという目標を設定しております。

次に、重点項目３の「自ら考え、判断し、行動する消費者となるための学びの機会の充

実」につきましては、成果指標として、消費者教育を受けたり、自ら学んだことがある人

の割合が現状値では８０．６％ですが、これを９０％まで上げられるように、また、それ

に向けた行動目標といたしましては、学校教育等で使用できる消費者教育教材を現状では

高校生向けに提供しておりますが、小・中学校、高校、さらに大学を含め、それぞれで活

用できる教材を配付できるようにすることを計画の目標としております。

また、消費者教育の体系イメージマップにおける講座等を実施している割合につきまし

ては、消費者センターで行っている分になりまして、現状値では８７％の実施ですが、こ

れを５年間で全てのところで実施できるよう、１００％を目標として講座等を実施してい

きたいと考えております。

最後に、重点項目４の「消費者行政のさらなる推進に向けた連携の強化とネットワーク

の拡充」ということで、右のページに移りますが、成果指標にある「消費者トラブルに遭

ったときに誰にも相談できなかった人の割合」につきまして、現状では４．７％あるもの

を３％まで縮減できるように、また、これに向けた行動目標といたしましては、消費者セ

ンターと連携して啓発活動を行う消費生活サポーターの団体登録数が平成２８年度現在で

は３団体でしたが、計画最終年度までに２０団体を目標としております。

それから、相談窓口を設けている事業者団体との情報交換会を現状では隔年で開催して

いるものを、計画実施年度内には毎年開催できるようにするという目標を設定していると

ころでございます。

答申を受けて第３次計画案の策定において盛り込んだ点につきましては、以上でござい

ます。
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それから、計画のタイトルには札幌市消費者教育推進プランを含むという旨は記述して

おりませんが、基本計画（案）の２６ページの２の計画の構成の３段落目に、推進法の規

定する消費者教育推進計画として、本計画のうち、この部分を位置づけると提起している

ことから、計画のタイトルから消費者教育推進プランを含むという旨は記載しないことと

しました。

次に、基本計画（案）の１４ページをご覧いただきたいのですが、（３）国や独立行政

法人国民生活センターとの関係、それから、１５ページの（４）札幌市消費者センターと

北海道立消費者センターとの連携の二つにつきましては、国、北海道、札幌市の連携や役

割分担について明記したほうがいいという意見が庁内会議で出ましたので、それぞれの特

性を生かしてというようなことを記載させていただいております。

次に、パブリックコメントにつきましては、５件、１６項目でいただいているところで

ございます。いただいたご意見につきましては、その一部を取り入れつつ、計画の完成に

向けて作業を進めているところでございます。

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇河森会長 ありがとうございました。

平成２８年度に第１回審議会を開催し、そこから部会を開いた上で、第２次基本計画と

教育推進プランをあわせて第３次基本計画の中に取り込んで計画の策定を進めてきたとい

う経緯の中で、平成３０年度から５年間、これから実際に進めていくことになります。

今の説明の中でご意見やご質問等がありましたら、どちらからでもよろしくお願いいた

します。

〇石澤委員 質問ではないのですが、表記の仕方で訂正されたほうがいいかなと思うとこ

ろが幾つかありまして、私は、教育現場の代表としてこちらに出席させていただいている

かと思いますので、お知らせいたします。

新学習指導要領について、改正という表現をされていますが、全面改訂という言葉を使

っておりますので、幾つか出てきている表現を全面改訂という形に変えたほうがいいかと

思います。３カ所か４カ所で表現されているかと思いますので、お願いいたします。

〇河森会長 ありがとうございました。

語句の一部修正は、まだ可能ですね。

○事務局（大西消費生活係長） はい。

〇河森会長 では、そのようによろしくお願いいたします。

ほかに、ご意見やご質問等はいかがでしょうか。

〇中田委員 意見というか、気になった点が１点あります。２３ページの成果指標の２の

消費者センターで実施した講座等への参加者数について、平成２８年度は９，５２３人で

大変よかったと思うのですが、それに対して、２１ページの（３）の達成指標の２の消費

者センターで実施する年間の講座等の回数が２８年度は２０７回と、目標の２５０回の８

割程度となっております。同じ消費者センターで実施した講座等に関することですが、参
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加者数はかなり増えているのに回数が減っていて、これは多分、表現を工夫すれば両方と

もうまくいきそうな気がするのです。単純に見ると、参加者数を回数で割って１回当たり

の人数にするとそんなに違いがないのかなという気もするのですが、ちょっと効率が悪い

ような印象を受けるのです。逆に、回数が減っていても参加者が増えているのだから、１

回当たりの参加者は当然増えているということですね。ですから、その辺をアピールでき

るような表現ができないのかとちょっと気になったので、念のためというか、以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

講座に参加する人の数が増えているということはきちんと押さえて、回数にこだわると

なかなか難しいところもあるわけですが、そこに消費者の方々ができるだけ参加する中で、

そちらの数を重視していくということも一つ大切なのかなと思っております。

では、事務局から何かありますでしょうか。

○事務局（鳥井消費生活課長） 今ご指摘いただいた点ですが、こちらは、第２次計画を

策定したときの達成指標と成果指標の内容がこういうふうになっていたものですから、表

現を変えるということはなかなかできなくて、あくまでもこの指標に対してはこういう結

果ですというふうに書くより仕方がないということで、このようになっています。

〇河森会長 よろしいでしょうか。

これから進めていく中でも改めるところが出てくると思いますが、現時点においては今

の説明のとおりということでございます。

ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

これからは、法律もさまざまな点で改正が行われると思います。特に、未成年者の成人

年齢についても民法の改正が行われることが予定されていまして、今の２０歳から１８歳

に引き下げになることと、それに関連して、消費者契約法やほかの消費者法制についても

改正が行われていくということで、勧誘などのあり方や内容も変わってきているところも

ありますし、この５か年度の中で世の中の動きもかなり変わってくる部分が出てくると思

います。

ほかにはどうでしょうか。ご感想やご意見等がございましたら、どちらからでもよろし

くお願いいたします。

〇大嶋委員 今、河森会長からお話のあった成人年齢の引き下げについては、私どももど

うなるのかと心配しているところであります。私どものほうでも消費者被害の未然防止な

どいろいろと検討している中でも、若年者に対するかなり大きな事件、例えば、名義貸し

事件とか、高額なＤＶＤを消費者金融からお金を借りて買わされるとか、そういったいろ

いろな手口が毎年のように繰り返されてきています。そして、２０歳になった途端に、そ

ういった手口というのか、悪質商法のお誘いが来るというというような状況であります。

２０歳の段階でそうなのに、では、１８歳になったらどうなのかということで、各地の消

費者団体も心配しているところであります。
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ただ、国のほうでも、成人年齢の引き下げを若干意識した消費者契約法の改正が先日、

閣議決定されたところですが、そうはいっても、やはり、未然防止、拡大防止ということ

が非常に大事になってくるのではないかと思っております。引き続き、第３次基本計画の

中での未成年者を含む若年者の消費者教育のところでは力を入れていただきたいと思って

おります。

以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

１８歳というと、ちょうど高校を卒業して、例えば大学に入る方、あるいは社会人にな

る方、それぞれの方がいるわけですが、やはり、一つの切りかえの時点ということを考え

ると、それに関連する消費者トラブルが出てくる可能性は非常に高いと思います。さらに、

法律で成人の年齢を引き下げられて、これまでは認められてきた取消権が認められないこ

とになってしまうと、一般の契約に関する関心等、学校の中でも消費者教育をしていく必

要が出てくると思います。それはこの計画にも書いてあるところですが、具体的に進める

中で、そこは考えていかなければいけないのかなと思います。

ほかにいかがでしょうか。

〇佐々木副会長 今、若年者への消費者教育ということをお話しされていたのですが、２

０ページにもありますように、消費者センターで消費生活相談ができることを知っている

人の割合が非常に低いのです。私もこれを学生に聞いてみたら、中学校の家庭科の教科書

にも相談ができると書いてあるのですが、具体的にどこでできるのかという場所が明記さ

れていないのです。私が中学校で授業をしていたときには、流山市ではとか、ここの町で

はどこどこにあるよと具体的に教えて、教科書はみんなどこでも使いますので、そういう

ふうに具体的に、ああ、あそこかというイメージがつくような指導をしていたのです。

しかし、先日、私が学生にこのことを聞いてみましたら、札幌市はどこで相談している

のかわからないといった学生が全員でした。ああ、そうなのかと。具体的に場所までイメ

ージできないと、幾らセンターで相談できるということがわかっていても、行動につなが

らないのかなと。もしかして、場所等も全て知っていて自分で行くことができるという環

境にあるかどうかというと、非常に遠い存在になっているのかもしれないということで、

若い者に対してのアピールの仕方を少し工夫される必要もあるのかなと感じました。

以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

消費者センターそのものの存在と、場所も含めてどういう相談あるいはどういう人たち

がかかわっているのかというイメージもやはり重要かと思いますし、そのことを一つ一つ

のきっかけの中で広げていくことが重要なのかなと思います。まずは、窓口というか、ど

こで相談できるのかを思い描くことができることが大切なのかなと思いました。

ほかにいかがでしょうか。

〇林委員 ここの文面に一言も出てきていないので、質問もかねてなのですが、今も社会
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問題になっています奨学金問題とか、そういうものは消費生活の部分に入らないのでしょ

うか。一言も触れていないのです。今は本当に社会問題になってきて、奨学金という名ば

かりのローンを借りて、高額な借金を背負って社会に出る若者もすごく多いということで、

コープさっぽろでもいろいろと取り組んでいます。それが全然入っていないのです。

うちの娘もそうだったのですけれども、高校のときに、奨学金を受けたい人は書いてと

簡単に書類を配られたのです。だから、今の若い方たちは奨学金というものを本当に安易

に考えていて、奨学金を本当に学習に使う方もいらっしゃるのでしょうけれども、奨学金

が入ったから飲みに行こうと言っている子も一部ではいるとうわさでは聞いています。

その奨学金問題というのは消費生活には入らないのでしょうか。一言も触れていないよ

うな気がするのです。今は本当に大きな社会問題になっていますし、法も少し変わりまし

て、国で給付型奨学金を一部の方に給付するように動いてきています。

この奨学金というのは名ばかりのローンであって、返さなければいけないということを

高校のときからきちんと教育する場はどこなのか、この場とは違うかもしれないですけれ

ども、ご質問させていただきたいと思います。

○事務局（鳥井消費生活課長） 資料１－２の５０ページに消費者教育の体系イメージマ

ップが載っております。重点領域が四つありますが、その中の一つに生活の管理と契約が

ありまして、生活を設計、管理する能力ということで、その時期、その時期で、例えば小

さい子だったら、欲しいものがあったときは、よく考え、ときには我慢することを覚えよ

うということが書いてあります。また、年代が上がるにつれ、生活設計を立ててみようと

か、そういったことも書いてあります。

林委員が今おっしゃった奨学金そのものについてはこの中には書いておりませんが、生

活設計という中には奨学金のことも入ってくると思いますので、もし高校生向けに啓発す

るときには、生活の管理と契約の項目でそういったことについても触れることが必要かと

いうふうに思いました。ありがとうございます。

〇河森会長 ありがとうございました。

今の奨学金の話ですが、実は、小樽商大で法学という授業があるのですが、昨年、商大

出身の弁護士に来ていただいて話を聞いたのです。そのときに、その方も奨学金を受けら

れていて、何月に返済で、１０月になったらこう、払わなかったらこう、２回払わなかっ

たらという話などが出ていて、そのときは学生が５００名ぐらいいたのですが、聞いても

らうと、やはり、その辺の意識が低かったのです。実際に社会に出て、給料をもらってど

のくらい返済するかということを踏まえると、そこは余り考えていなかったのです。でも、

現実には社会に出ると返さなければいけない話ですので、その辺を今までは余り考えてい

なかったというか、意識していなかった部分が現実として意識させられると、逆にちょっ

と恐ろしくなるという意見が結構多数見られたところもありました。

札幌市としてそこをどう教育するかということとは別かもしれませんが、実際にその場、

その場でそれぞれの業者等、あるいは、そういう団体が説明をきちんとしているか、そう
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いうところもある程度意識しながら見て、講座の中でもそういうことについての啓発行動

を市としてもできるのではないかというふうに思いました。

ありがとうございました。

〇馬場委員 今、奨学金のお話が出たのですが、私ども社会福祉協議会でも関連の業務を

しておりますので、状況についてお話を申し上げます。

就学資金や奨学金については、学生支援機構の貸し付けなど多岐にわたっていろいろな

種類がございます。それから、社会福祉協議会で行っていますのは、生活福祉資金と言い

まして、都道府県の社会福祉協議会が債権者となり、指定都市を含めた市町村の社会福祉

協議会が事務委託を受けて、窓口を持って貸し付けをしているという状況でございます。

この時期は、教育支援資金と言っておりますけれども、就学資金貸し付けの申し込みが

とても多くて、高校や大学、専門学校等に入学する際の授業料や入学支度金といったもの

です。実際には、借り受け人には就学するお子様になっていただいて、連帯借り受け人と

してお父さんかお母さんのどちらかになっていただくことになっております。以前は親が

借り受け人になっていたのですけれども、やはり、お子さんが自分のためにお金を借りる

ということになりますので、お子さんが借り受け人になり、お子さんが返すことになると

いうことでございます。

実際には、貸し付けが決まりましたら親とお子さんに窓口に来ていただいて、職員のほ

うからお子さんも含めて償還のことまでお話しして、実際に使うお子さんが社会人になっ

て働いて返すということを意識づけいただく、理解していただくためにも、そうしたこと

をしております。

しかしながら、私も北海道社会福祉協議会の貸し付けの運営委員にもなっていて、年４

回の会議にも出ていますが、就学資金については償還率が高くないのが現状でございます。

最近では子どもの貧困ということも特に話題になりますけれども、札幌市子ども未来局の

ほうでも今は子どもの貧困対策計画をつくられているということでございますし、ひとり

親家庭の自立促進計画も今はパブリックコメントをされていると思います。その中にもお

子さんの就学資金のことについては出ておりまして、貧困の連鎖という形で、お子さんが

きちんと就業して、きちんと給料をもらって、ご自身で自立してお返しできるかどうかと

いうところがまだまだ十分ではないという感じを受けております。

状況だけ少しお話ししました。

〇河森会長 ありがとうございました。

今、キーワードとして子どもの貧困ということが出ていましたが、それは、教育の場に

おいて同じように教育を受ける権利の中で、大学に進みたいけれども、進むことができな

い、あるいは、こういう勉強をしたいけれども、勉強できないというところもあり、それ

が奨学金などさまざまな金銭的な支援、あるいは、物があるわけですけれども、それだけ

ではやはり足りないと。そして、自分が借金を背負うことになってしまっている中で、社

会人になったときにどういうふうに返済していくかという大変難しい問題があるわけです。
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消費者教育ということで考えても、例えば、それが消費者の権利だというふうに考えた

としても、権利そのものを行使することができない中で、それをどうやって支えていくか、

そして、そこでもトラブル等を見ていく必要が出てくるのではないかと感じたところであ

ります。

〇石澤委員 今、お話を聞いていても、教育現場が大変大きな責務を担っているというこ

とを実感しております。また、アンケートをとっても、教職員が消費者教育ということに

なかなか目を向けていないということも現実としてあることもわかりました。

私は、小学校の校長を担いながら家庭科の専門をしているものですから、札幌市の消費

生活課と連携しながら、教職員への消費者教育についての地道な研修を毎年つなぎながら、

職員の研修の機会を増やしているところであります。

こうやって見ますと、４５ページの重点項目３の「自ら考え、判断し、行動する消費者

となるための学びの機会の充実」のところで、学校への行動目標が出ております。行動目

標の中では使用できる消費者教材を提供するとなっていますが、目標値では活用できると

いう言葉に変わっているように、実際に活用できるものを提供していきたいとのあらわれ

ですね。学習の時数等も限られているものですから、教職員にとってもすぐに活用でき、

効果が期待できるものであってほしいと願っています。使用を活用と変更したところに、

強い願いが込められているのだなと思いながら、見させていただきました。

やはり、こういうものを教職員がしっかりわかっていかなければいけないなと思ってお

ります。

〇河森会長 ありがとうございました。

やはり、子どもたちに伝える立場の先生方がいて、その先生方がそれを生かして用いる

ことができるようなものが重要だということですね。

ほかにいかがでしょうか。

〇泉委員 皆様のお話をお聞きしていて、先ほど林委員がおっしゃったことは、この間、

テレビでその特集を組んでおりまして、そのことを私も知ったところです。

給料をもらってから払っていくのが２万円ぐらいだったら大丈夫ではないかという安易

な気持ちから借りるのですが、実態としては、生活していくのは難しいということだと思

うのです。

この４年間、第１次、第２次というふうに取り組まれていて、みずから考え、判断し、

行動する消費者になっていくということに着実に広がっていっているなと思いました。

ただ、進歩すると闇が出てきてというふうに、追いかけっこのような感じがしています

けれども、現場サイドでお知らせする、それから、マスメディアに取り組んでいただくと、

いろいろな方たちが一つの報道によって意識化されるということも消費者生活の向上には

とても重要ではないかと思いました。

高齢者というのは、私もそのうち高齢者になっていくわけですが、団塊の世代の方が２

０２５年には一斉に高齢者になっていくというふうにお聞きしています。若年者はだんだ
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ん減っていきますが、やはり、高齢者の方も今学んでおくことによって、自分たちが７５

歳以上になったときも担い手として社会に貢献していける、そういう取り組みを今はされ

ているのかなということで、すばらしいものができていっているのだなというふうに本日

出席して思いました。

以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

今日の議題の一番重要なところと言ったら変ですが、これまでに約２年をかけて策定、

検討してきた基本計画の内容ですので、さまざまなご意見等を重点的にいただいて、平成

３０年度からはその点を生かしていくことが重要ではないかと思います。

〇中田委員 これも気になったことですが、４５ページの目標値のところで、重点項目２

の行動目標の消費生活サポーターの個人登録者数では、現状値がなしで、目標値が今後５

年間で３００人となっています。消費生活サポーターとは何かとこの資料を探してみまし

た。その結果、一つは２９ページの重点項目２の重点施策のところに「地域での見守りの

必要性について周知するとともに、消費生活サポーターとして登録した市民や企業と連携

して、」という記載が新規であるのと、１７ページの重点課題２の主な取り組み結果の黒

ポツの二つ目では、「消費生活サポーターとして登録し、連携して見守り活動等を実施し

ています。また、平成２９年度からは、市民に広く消費生活問題について関心をもっても

らうために、自ら学び、身近な人の見守りができる消費生活サポーターを養成するための

消費生活サポーター養成講座を開始しました。」とありました。

このあたりで何とか読み取れるのですが、表のところで少しわかりづらいのと、講座を

受けて、修了された方には認定証が出て、消費生活サポーターに認定がされるのだと思う

のですが、例えば、企業や個人など毎年６０人以上は絶対、認定されるということで３０

０人という目標にしていると思うのですが、そのあたりは本当に実現できるのかという点

が少々気になりました。

以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

この辺について、事務局から何かありますでしょうか。

○事務局（鳥井消費生活課長） 今も委員がおっしゃったとおり、消費生活サポーターは

平成２９年度から始めたものでして、この後の啓発事業のところでもご紹介させていただ

きますが、平成２９年度は養成講座を２回行いまして、登録していただいた方が２６名と

なっています。目標値を３００人と掲げておりますが、年間で６０人ぐらいずつ登録して

いただいて、５年間で３００人になっていただきたいという目標でございますので、これ

に向けて、私どものほうでも周知を行っていきたいと考えています。

〇中田委員 わかりました。

〇河森会長 今もお話があったところですが、次の議題が啓発事業ということで、そちら

でもあわせてお気づきの点があればと思っております。
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それでは、ほかになければ、次の議題に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。

〇髙橋委員 髙橋でございます。

全体を拝見しまして、障がい者という言葉がところどころで出てくるのですが、この基

本計画の中では高齢者や障がい者ということで、高齢者に重点を置いているのか、障がい

者に重点を置いているのか、はっきりしない形で出てきております。

消費者庁の昨年の白書を見ますと、高齢者とは別に障がい者の消費生活ということをポ

イントにして取り上げているのです。ある意味、消費者庁で重点項目に上げていると言っ

てもいいのかもしれません。

そういう意味で、障がい者と高齢者を区分けした形で訴えるほうがよろしいのではない

かと感じました。これは私の感じですので、どのように受け取っていただけるかはそれぞ

れ違うかと思います。

〇河森会長 ありがとうございました。

今、髙橋委員がご指摘の点は、これまでの計画の中でも、また、部会の中でも話があっ

たわけで、タイトルのつけ方とか、それは意識しながらというところはあったのですけれ

ども、そういう国の動き等もありますので、今後、具体的に進める中で、そこはやはり意

識しながら、分けて、あるいは、それぞれをはっきりと明確化していくところは出てくる

と思います。

今回の基本計画の中でもそういうところを意識したほうがいいということはこれまでの

議論の中でもありましたので、その辺をきちんと踏まえていただければと思っております。

それでは、次の議題に移っていきたいと思います。

（２）の平成２９年度の啓発事業等の報告について、事務局からご報告をお願いいたし

ます。

○事務局（大西消費生活係長） それでは、私から、平成２９年度の啓発事業等の報告を

させていただきます。

大きく分けて、５点ほど用意しております。

まず、１点目につきましては、消費者教育に関するポータルサイトであります。まなＢ

ＯＯＫＷｅｂの追加開発についてとなっております。資料につきましては、２－１をご覧

ください。

今、まなＢＯＯＫＷｅｂ、消費者教育ポータルサイトということで、いろいろな消費者

教育に関するものを取りまとめて検索できるようにすることを目的としたサイトですが、

追加開発を行っている最中でして、皆様がパソコン等でご覧いただくことはまだできない

のですが、開発中の画面を資料としてお配りさせていただいております。

２ページ目をご覧いただきたいのですが、新たな機能といたしまして、真ん中に消費者

教育情報セミナー・講座実施カレンダーがございます。追加開発をしている中で、カレン

ダー機能について充実させていただいております。これは１月の例ですが、この日にはこ

んなことがありますよというふうに一覧で出るようなものを予定しております。
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それから、現状ですが、登録された情報等につきましては、フェイスブックやツイッタ

ーのアカウントを取得し、そこで同じように消費者教育に関するもの、また、注意喚起情

報などを若い人に向けて発信できるように準備を進めているところでございます。

また、登録いただいた情報は、現状では民間も公共も含めて情報を登録いただいている

のですが、その情報についてのアップデートや新たな情報の追加に関しても調査を実施し

ているところです。こちらにつきましては、３月末までに事業が完了する予定になってお

りますので、よろしくお願いいたします。

一つ目のポータルサイトまなＢＯＯＫＷｅｂの開発状況については、以上でございます。

続きまして、２点目は、大学生向けの教材開発についてでございます。

こちらにつきましては、申しわけありませんが、資料はご用意しておりませんけれども、

大学生活で身近な事項について、各学年で２項目ずつ、講義等でご利用いただけるような

教材を作成しているところでございます。

例えば、１年生向けにつきましては、賃貸アパートに関するトラブルについての教材を、

４年生向けであれば、新社会人ということもありますので、保険契約に関することについ

ての教材を予定しているところでございます。

こちらのほうは、今、委託先である消費者支援ネット北海道と打ち合わせをしながら作

成を進めているところでございます。

大学生向けの教材開発につきましては、以上でございます。

３点目は、幼児向け消費者教育動画のＤＶＤ配付となっております。

資料につきましては、２－２のＡ３判横折りのものをご覧いただけますでしょうか。

札幌市の保育園を中心に４万部と広く配付されておりますママナビというフリーペーパ

ーがございまして、今回は、こちらのほうに見開き２ページにわたる記事を掲載するとと

もに、このページに幼児向け消費者教育のＤＶＤを添付しております。

こちらにつきましては２月末発行となりますので、札幌市の幼稚園や保育園にそろそろ

配付されていると思いますし、このフリーペーパーは会員にも送られると聞いていますの

で、そちらのほうにも送付されていると思います。

４点目は、消費生活サポーター制度の進捗状況でございます。資料２－３が受講者募集

のチラシとなっております。

消費生活サポーターとは、高齢者や障がい者の消費者被害を減らすために、見守りの担

い手の意識を持ち、消費者問題を学び、身近な人に伝える活動をするボランティアです。

こちらは個人向けとなっていますので、養成講座を受講していただき、できる範囲で見守

り活動や啓発活動をやっていただきたいということでお願いしているものでございます。

消費生活サポーターのうち、団体サポーターにつきましては平成２８年度から実施して

おりまして、平成２９年度はさらに１団体増えまして、株式会社ダスキンクリーン・ケア

北海道地域本部にご登録をいただきまして、合計４団体となっております。

個人サポーターにつきましては、チラシの裏面のとおり、平成２９年１１月に講座を２
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回実施させていただいて、参加された方のうち、２６名の方にご登録をいただいていると

ころでございます。

見守りの目を増やすことが消費者被害の未然防止のためにも必要でありますので、今度

とも、個人や団体を含め、皆様にサポーターとなっていただけるように、あちこちに働き

かける取り組みを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

最後に、５点目ですが、広報さっぽろで賃貸アパートに関するトラブルについての記事

を掲載いたしましたので、ご覧ください。こちらは、資料２－４になります。

また後ほど報告があるかと思いますが、消費生活相談においては、区分にもよるのです

が、賃貸アパートに関する相談が多く寄せられております。特に、これから来る４月につ

きましては就職や進学等で人が大きく動く時期でありますので、多くの市民の方に伝わる

ように準備をしておりまして、今回、２月号において、賃貸借契約のトラブルを防ごうと

いうことで２ページにわたる特集を組んでおります。部屋を借りる前にしてほしいこと、

また、退去時のときのトラブルについて、簡単に記事として掲載しております。

この中でも、困ったときには消費者ホットラインもありますし、地域で対策をするとき

には講座も利用できるということで、消費者センターの取り組みについてもお載せしてい

るところでございます。

以上、５点になりますけれども、平成２９年度の啓発事業についてご報告させていただ

きます。

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

〇河森会長 ありがとうございました。

１点目のまなＢＯＯＫＷｅｂへの掲載は、携帯電話やスマートフォンでも見ることがで

きるのですか。

○事務局（大西消費生活係長） スマートフォンでは見ることができます。

〇河森会長 わかりました。ありがとうございます。

それでは、今ご説明をいただきましたが、何かご質問等がございましたら、よろしくお

願いいたします。

どういう講座があるかとか、そういう紹介もあって、今は何をやっているのかも見るこ

とができますので、高齢の方などそれぞれの年齢に応じた方々が参加しやすいものとして

よいのではないかと思います。

〔事務局よりママナビを提示〕

○事務局（大西消費生活係長） ママナビ本体をご覧いただければと思います。

〇河森会長 こちらがママナビ本体になるそうです。中にＤＶＤが入っているのですね。

今開いているところが資料２－２のものです。また、賃貸借についても民法が改正されて

きているので、そこも含めてですね。

〇小田嶋委員 弁護士会の小田嶋と申します。

１点質問ですが、資料２－３の消費生活サポーター養成講座の募集のチラシについてで
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す。こちらはあちこちで広報しているところですということでしたが、具体的にはどうい

うところに置いたり配ったりしているのか、教えていただければと思います。

○事務局（鳥井消費生活課長） こちらのチラシは、消費者センターをはじめ、各区役所

などに置かせていただいておりました。ただ、２９年度はそのように紙で置かせていただ

いていたのですが、今後は、先ほどご紹介しましたまなＢＯＯＫＷｅｂなどの機能を使っ

て、ツイッター等でも発信することができるのではないかと考えています。

〇中田委員 消費者生活サポーター制度に関する意見ですが、実は、私も消費生活アドバ

イザーという国家資格の認定登録はしておりまして、こちらの協会では北海道内に３００

人程度登録者がおります。この資格は更新制度で、４年ぐらいおきに座学の講座を受けた

り、ｅラーニングといって、パソコンで問題を解いたりすることが義務づけられている資

格です。

たしか、エルプラザの２階に消費生活アドバイザーの人がいて、連携していけばいいの

かなという気もします。余計なことかもしれませんが、意見として申し上げます。

以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

さまざまなところでサポートしているということもあるので、そこは連携しながら進め

るところもありますし、消費生活サポーターということで、消費者といってもさまざまな

世代の方がいて、大学生や社会人の方もいるので、そういう講座の中でサポーターを増や

していって、企業等もそうですが、大学あるいはそこで学んだ中で、自分は消費者である

ということが意識できるようなものにもつなげてもらうといいのかなという感じもします。

ほかにいかがでしょうか。

〇林委員 この消費生活サポーター養成制度ですが、先ほど目標値をお聞きしましたら、

５年間で３００人を設定されているのですが、ここを見ますと定員が４０人程度となって

います。これから広げていく可能性はあるのでしょうか。

それから、これはどちらか１日を受ければいいということですね。１時間半の講座で大

丈夫なのかという心配もあるのですが、その辺を教えていただけますでしょうか。

○事務局（鳥井消費生活課長） まず、講座については１時間半の講座を受けていただい

て、この制度に賛同いただける方には登録をしていただいて、サポーターになっていただ

くことになります。

今年は初めてでしたので、養成講座だけだったのですが、次年度以降はフォローアップ

的な講座も計画してございますので、そういったもので最新の知識に触れていただくとい

ったことも考えてございます。

人数は、１回４０名程度で、２回やると年間で８０名になりますので、もし全員が登録

いただければ８０名になりまして、５年間で４００名ですから、目標に達成する計算には

なっているのですが、できるだけ多くの方になっていただければと考えております。よろ

しくお願いいたします。
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〇河森会長 ありがとうございました。

議題の二つ目にあった大学生向けの消費者教育の教材開発については、資料はないので

すが、ホクネットとの連携も含めて、大嶋委員から何かお話がありました、お願いいたし

ます。

〇大嶋委員 現在進行中なので、感想になるかと思うのですが、今回は大学との連携とい

うことで、うちの理事が先生として勤めていることもありまして、札幌大谷大学社会学部

に全面的な協力を得まして、１年生から４年生までの実践講座というか、その前に仮教材

をつくりまして、１年生から４年生までの社会学部の学生に実際にその教材を使って講座

を開いたのです。私も１年生から４年生までの講座に全て参加したのですが、学生が消費

者被害を自分事のように捉えられないというか、講義に出なさいと言われたから何となく

出たみたいな雰囲気が感じられ、大学生など若い方に消費者被害が身近なものであるとい

う意識が浸透するまでは時間がかかるのかなと思っております。

大学の中でも消費者被害の未然防止ということをきちんと捉えて、学生掲示板のところ

に今はマルチがこういうような手口なので気をつけるようにといったポスターを貼ったり、

幾つかの大学でもそういった取り組みが少しずつですが始まっておりますが、学生に対す

る消費者被害の未然防止についての意識づけというのは、もう少し時間がかかるのかなと

いう感じです。

〇河森会長 ありがとうございました。

大学で授業をしていると、一つの講座のような形で全て消費者問題についてということ

になると、興味関心のある学生は受けるけれども、そうではないということになってくる

と、ちょっと難しいところも出てきます。例えば、大学の中でも１５回とか３０回の授業

の中の１回分でやるとすると、通常は大学の教員が話していて、その１回だけは外部から

来ていただいて、あるいは、教材を使ってやってみようという内容でやると、新鮮さとい

うか、今までの興味関心と違うところでこういうこともあるのだなというところも出てき

たり、そういう連携なども含めて、そこで使いやすい教材なんかもあるといいのかなと、

大学で教える立場としてはそういうところもあるとありがたいというところはあります。

〇大嶋委員 今、河森会長がおっしゃったように、外部の人材の活用ということがあると

思います。例えば、将来、学生が被害に遭ったときに消費者センターに相談に行く場合、

消費者センターの相談員とはどういう方で、弁護士に相談するとしてもどうなのかという

ところを自分たちの中に取り込むために、外部の人材を活用して、実際に相談に当たって

いる弁護士や消費者センターの相談員の方が来て講座をすると、身近に感じられると思う

のです。そして、自分が被害に遭ったときに、では、消費者センターに相談に行こうとい

う意識づけになると思うので、大学の先生の講座もさることながら、外部の講師の活用も

これからはどんどんできるような仕組みづくりも大事ではないかと思っております。

〇河森会長 ありがとうございました。

そういう仕組みづくりがあると、非常にありがたいことです。私も、札幌市消費者セン
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ターがあるエルプラザにゼミ生を連れて見学に行ったことも過去にはあったのですが、そ

のときは、ここにこういう施設があるのだ、こういうふうに質問や相談を受けてくれる方々

がいるのだと新鮮に感じて、その場でホワイトボードを使いながら授業をしたこともあり

ます。

大学の中で授業をするというより、大学生が一歩外に出て受けるということもあるとい

いと思いますし、そういう連携の仕方も一つあるのかなと思いますので、私も、これから

は学生に対して興味関心を持ってもらえるような場をつくっていきたいと思っております。

ほかにいかがでしょうか。

ご感想などがありましたら、よろしくお願いいたします。

〇大嶋委員 今の議題からはちょっとずれるかと思うのですが、基本計画（案）の１３ペ

ージの（４）地方消費者行政への支援のところで、どんな現状になっているのか、教えて

いただきたいのです。

ここの中で、地方消費者行政推進交付金による財政支援を行っていますという記述がご

ざいますが、たしか、平成30年度の地方消費者行政推進交付金の交付要綱が変わりまして、

地方自治体としては非常に使いづらいものになったと聞いております。私どもの団体は、

全国消費者団体連絡会に加盟しておりまして、そこで情報のやりとりを随分としておりま

す。その消団連が中心となりまして、各都道府県に推進交付金の交付要綱の変更に関して

一斉アンケート調査をしたところ、ほぼ全部の都道府県から回答を得られました。

その内容はといいますと、今までは国が交付金の手当てを１００％していたところが、

２分の１は各自治体で持ちなさいということで、地方自治体の中でも交付金でセンターを

設立したとか相談員を雇用したというところがあって、その辺が非常に使いづらくなった

影響から、例えば、啓発事業を削ったとか、そういった回答が結構出てきたのです。私ど

も消費者団体としても、これは看過することのできない大変なことだと思っております。

さらに、市町村では実際にどういう影響があって、消費者行政の推進にどういう支障が

出ているか、一斉にアンケートをとりましょうということで、今は準備を進めているとこ

ろであります。首都圏の団体と、プロジェクトチームをつくりまして、地方自治体の現状

を教えてもらい、それをもとに、国においては地方消費者行政の推進はこれからも優先的

にやっていかざるを得ないということを運動として起こしてやろうということで、今は準

備をしているところであります。

そこで、札幌市におかれまして、その辺の影響というか、現状を差し支えない程度で教

えていただければと思っております。

〇河森会長 ありがとうございました。

今の点で、この場でわかることが何かありますか。

○事務局（鳥井消費生活課長） 予算がまだ確定していない中でのお話になりますが、啓

発物の印刷とか、今まではできていたものが減ったり、できなくなったりということが出

てくるかもわかりません。
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ただ、現在もツイッターやフェイスブックのほうでも情報発信できるように工夫はして

いますので、皆様に今まで届いていた情報が届かなくなったとか、そういうことはできる

だけ少なくできればと思っています。

これからどのように工夫していけばいいか、委員の皆様のお知恵もお借りしながら取り

組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

〇大嶋委員 ありがとうございます。

今は自治体が大変な状況というか、交付金のありようが変わり、たしか、当初の見込み

額の６割しか手当てされなかったということで、各地方公共団体も大変だということも情

報として入ってきたので、私ども消費者団体も全国の消費者団体と連携しながら運動して、

引き続き、消費者団体サイドからも地方消費者行政の推進に協力していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

〇河森会長 ありがとうございます。

さまざまな団体が持っている情報なども活用しながら、そして、これまではできたこと

が交付金の枠が変わってくる中で、第２次基本計画のときにも、今のまま現状のものを行

うことになると、どうしても減ってきたりする部分が出てくるから、恒常的につくること

ができるものは今の間につくっておこうという話がありました。それを第３次基本計画の

中では生かしていくという形も出てくるので、減っていったり変わっていったりするとこ

ろは、やり方で、先ほどのお話のように紙ベースで行っていたところもあるのですが、そ

れにかわるものも出てきたときにはそちらで対応していく中で、いろいろなご意見等もそ

の場でお聞かせいただければと思っております。

それでは、２点目の議題についてはこの辺でよろしいでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

〇河森会長 ありがとうございます。

そうしましたら、次に、（３）の平成２９年度上半期（４月～９月）消費生活相談につ

いて、事務局から説明をお願いいたします。

○事務局（恩田調査指導係長） 調査指導係の恩田です。よろしくお願いいたします。

お配りしている資料は、資料３－１から資料３－４までとなっております。

私から、平成２９年度上半期の消費生活相談についてお話しさせていただきます。

まずは、資料３－１の１ページをご覧ください。

表１ですが、平成２９年度上半期の相談件数は、６，２６１件でした。また、架空請求

を含んだ不当請求と言われる相談が上半期は前年度と比べて４６．５％増えておりまして、

実は、下半期もさらに増えている状況があるので、今年度の相談件数の合計は、最終的に

は昨年度よりも多くなると見込んでいます。

次に、図１で契約当事者を年代別に見ますと、昨年度以前は４０代が最も相談の多い年

代になっておりましたが、今年度は５０代がわずかですが一番多い年代と変わりました。

そして、グラフも上半期は５０代以降が全て昨年度を上回る右肩上がりのような形になっ
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ております。

次に、裏面の２ページになります。

３の相談の主な特徴の（１）商品・役務別による相談状況でございます。

図２で一番多かった相談は、賃貸アパートで、上半期の全相談件数の１割に近い５９３

件となりました。この賃貸アパートについては、今年の２月末に消費生活課から注意喚起

を出しておりますが、退去時の立ち会いで請求される原状回復をめぐっての壁紙や床など

の修繕費に関するトラブルが非常に多く寄せられています。

なお、先ほどご説明もありましたが、入退去が増える時期に向けて、広報さっぽろ２月

号では、「賃貸借契約のトラブルを防ごう」とのタイトルで記事を掲載したほか、消費者

センター内において、特別展示、特別講座を実施しておりました。

また、２位のデジタルコンテンツ、３位の商品一般は、架空請求のメールやはがきが増

えたことが上位になった要因と考えております。

次に、３ページの（２）販売購入形態別による相談状況です。

図３ですが、特商法対象外の店舗購入を除きますと、上半期では通信販売が最も多く、

特にネット通販に関する相談が増えています。購入して口座に代金を振り込んだが、商品

が届かないといったいわゆるニセ通販サイトに対する苦情が多くなっていることや、健康

食品や化粧品などのお試しのつもりが実は定期購入だったという苦情が依然として多いこ

とも要因と考えられます。

なお、不明・無関係という形態が今年多くなっているのは、架空請求はがきがそれに該

当し、増えているためです。

また、マルチ・マルチまがいの件数も若干増えていますが、これは、この後でお話しす

るジャパンライフ社のほか、仮想通貨マルチや海外マルチなどのトラブルが増えているた

めです。

次に、裏面の４ページをごらんください。

（３）販売上の問題点別による相談状況です。

図４ですが、上半期は身分詐称が去年より大きく増えております。これは、アマゾンや

ヤフーなどの大手通信事業者の名を騙って、身に覚えのない有料動画料金などをメールで

請求する架空請求が増えたことが要因の一つと考えられます。

続いて、５ページをご覧ください。

契約当事者６０歳以上の相談件数です。

上位になった商品一般やデジタルコンテンツについても、架空請求が増えたことが要因

の一つと考えられます。

最後に、裏面の６ページをご覧ください。

こちらは、３０歳未満の契約当事者の相談件数です。

これによると、以前から最も相談の多かったアダルト情報サイトが激減した半面、脱毛

エステが急増しています。この脱毛エステは、東京本社のエステ店が昨年春先に倒産した
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ことで、札幌支店も閉鎖、契約していた方が施術を受けられなくなってしまったことから、

カード分割払いの残額を返してほしいという相談が多く寄せられたものです。

なお、７ページから９ページまでは、参考データとして添付しましたので、説明は割愛

させていただきます。

続いて、資料３－２になります。

これは、消費生活課から昨年１１月に出した架空請求はがきの注意喚起です。

これまで、架空請求のはがきは毎年平均して１０件程度でしたが、昨年４月から急に毎

月３０件以上、さらに、９月以降は今年の２月まで６カ月連続して１００件以上の相談が

寄せられていましたので、１１月の時点で注意喚起をした次第です。

資料に記載のとおり、内容は、法務省が管轄する民事訴訟センターなどの何とかセンタ

ーを語ったはがきで、身に覚えのない未納料金が発生しており、財産の差し押さえや放っ

ておくと訴訟になると言って不安をあおり、はがきの電話番号に電話をかけさせるように

誘導して、電話に出た弁護士を名乗る者から訴訟の取り下げ費用を電子マネーで支払いを

しなさいということをさせる手口が多いところです。

このような架空請求に対しては、無視すること、対応しないことという助言や注意喚起

を行っているものの、メールやはがきは一方的に不特定多数に送られてきていて、なかな

か減る様子は見られません。

次に、資料３－３をご覧ください。

新聞報道で既にご存じかと思いますが、ジャパンライフ株式会社については、ここ２年

間に消費者庁から合計４回の行政処分を受けております。図のとおりでございます。

４回目の行政処分後、２回目の不渡りを出して、昨年１２月末に銀行取引停止となり、

事実上の倒産と報道されました。

全国的にも北海道の契約者数が多いということで、札幌弁護士会の消費者保護委員会を

中心にして被害対策を行っていただくこととなり、１月２７日に相談１１０番が開設され、

６７件の相談が寄せられております。２月５日には札幌市で被害対策弁護団も結成されて

おります。

消費者センターにも、平成３０年２月２８日現在で１８件の相談が寄せられております。

センターに寄せられた相談に対しては、本人がご希望すれば、被害対策弁護団をご案内す

るという対応をしております。

また、全国の被害対策弁護団からジャパンライフ社の破産申し立ての訴訟が提起されて

おり、２月９日に東京地裁がジャパンライフ社に対して保全命令を下し、さらに、３月１

日に東京地裁がジャパンライフ社の破産手続の開始を決定しているところでございます。

続いて、資料３－４をご覧ください。

コインチェック株式会社は、国内大手の仮想通貨の取引所ですが、今年の１月２６日に

所有していた仮想通貨ネムが不正アクセスで外部に大量流出したという大きな事件が発生

しております。仮想通貨の監督官庁である金融庁は、コインチェック社に対し、１月２９
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日に業務改善命令の行政処分を下しております。

また、コインチェック社は、登録申請中のみなし仮想通貨交換業者であったことから、

金融庁は、コインチェック社に対する立ち入り検査を行ったほか、仮想通貨交換事業者及

びコインチェック社以外のみなし仮想通貨交換業者に対する立ち入り検査も行うと公表し

ています。

消費者センターにもコインチェック社に関する相談が４件寄せられておりますが、この

うち、流出事件以降は２件の相談となっております。

参考までに、センターに寄せられた仮想通貨全体の相談件数は、平成３０年２月２８日

現在で１０８件ございまして、内容としては、仮想通貨を利用したマルチ商法に関する相

談が多く寄せられているところであります。

私からの説明は以上です。

〇河森会長 ありがとうございました。

４月から９月までの上半期の相談状況と、架空請求はがきの相談が札幌の中でも多いと

いうこと、さらに、ジャパンライフ社、コインチェック社等の話がありました。

今回の審議会の内容は後ほど公開されるということですので、特定の企業等の名称につ

いては注意しながら進めていかなければいけないところもありますが、こういう相談事例

がある中で、販売については、特定商取引に関する法律と、支払いの部分については割賦

販売法などの法律がありますし、その中での対応となってくるのですが、その中での相談

事例が示されております。

また、コインチェック社については、資金決済に関する法律の改正がありまして、みな

し通貨、いわゆる匿名を相手にするということで、登録申請中のところはそれが認められ

るという中での問題が現状として出ているわけです。

こちらについて何かご意見やご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。

○事務局（鳥井消費生活課長） すみません。１点、資料を訂正させていただきます。

資料３－４のコインチェック株式会社に関する情報提供の一番下で、同社に関する相談

件数は５件と書いてございますが、こちらは４件の誤りでございます。

〇河森会長 ありがとうございます。４件ですね。

それでは、いかがでしょうか。

〇小田嶋委員 ジャパンライフ社関係で、補足で何点か申し上げておきたいと思います。

今、札幌弁護士会のほうで被害対策弁護団を結成されてという説明がありましたが、今

回、被害対策弁護団の事務局長を私が務めさせていただいているところですので、何かあ

ればご相談いただければと思うところです。

ジャパンライフ社に関しては、今ご説明をいただいたとおりの流れとなるのですが、こ

こに書いていないことでご注意いただきたいことは、会社のほうは破産手続がもう始まっ

て、これから手続が進んでいって、その中から被害者の皆さんに配当というか、一部でも

被害回復をということで動いていくところです。一方でこの会社をやっていた上層部の社
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員たちが、新しい会社を設立して、そこで売り上げを上げて返していくということで、札

幌や旭川等で説明会を開いていたりして、新たに設立した会社の販売員や勧誘員という形

で人を勧誘するような動きもあったりするところです。

ジャパンライフ社に関しては、あとは被害回復だけが残るというのではなくて、この会

社の上のほうの従業員や役員たちが新たな動きを起こして、新たに被害が生まれかねない

という状況も見てとれるところですので、その辺だけご注意いただければと思います。よ

ろしくお願いします。

〇河森会長 ありがとうございました。

新たな会社を設立して、新しく契約を結んでいくということで、これまでの動きから、

やはり、注意していかなければいけないと思います。

その辺の情報提供の動きというのは、弁護士会のほうでもあるのですか。

〇小田嶋委員 資料にも書いているとおり、１月末ぐらいから、適宜、電話相談をやると

きも新聞やニュース等のマスコミを通じて情報提供をさせていただきましたし、釧路弁護

士会や旭川弁護士会、それから、札幌弁護士会もそうですが、説明会を何回か開いたり、

電話相談を開いたりして相談窓口を設けていっていまして、説明会をやるときには、その

都度、マスコミ等を通じて適切な形で広報しておりますので、報道等を見ていただければ

と思うところです。

〇河森会長 ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

〇河森会長 基本計画が平成３０年度４月から実際に動き出しますので、紛争等、トラブ

ルの件数なども含めて札幌市のほうからも情報提供をしていただいて、ご感想やご質問等

もそこでまたお聞かせいただければと思っております。

それでは、本日の審議事項はこれで全て終了となります。

こちらの不手際で時間ぎりぎりになってしまいましたが、今後、計画を進めるに当たっ

て、各所を通じて委員の皆様にも情報を提供していただければと思っております。

最後に、事務局から連絡事項等がありましたら、よろしくお願いいたします。

○本間市民生活部長 市民生活部長の本間でございます。

本日は、年度末の大変お忙しい中をお集まりいただきまして、また、貴重なご意見を賜

りまして、本当にありがとうございました。

連絡事項をお伝えする前に、一言、私からご挨拶をさせていただきたいと思います。

昨年度から審議会におきましてご審議をいただいておりました第３次消費者基本計画に

つきましては、本日もいろいろとご意見をいただいたところではございますが、おかげさ

まをもちまして、今月末に公表できる目途が立ちました。

ここに至ることができましたのも、河森会長や佐々木副会長を初めとして、審議会の皆

様方にご尽力いただいたおかげと思っております。改めて、お礼を申し上げたいと思いま
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す。ありがとうございました。

計画につきましては、冊子としてでき上がり次第、皆様にお送りさせていただきたいと

思っております。

そして、４月からは、この新しい基本計画のもと、消費者施策を推進していくことにな

りますが、計画書が出来上がったからと安心するのではなくて、計画期間の始まるここか

らが本当に本番だという意気込みで、消費者教育、あるいは、消費者被害防止のための施

策を展開してまいりたいと考えておりますので、皆様には、引き続き、ご指導、ご鞭撻の

ほどをいただければと思っております。よろしくお願い申し上げます。

最後に、連絡事項ですが、次回の審議会の日程についてでございます。

次回の審議会につきまして、今のところは７月以降の開催を考えております。具体的な

日時につきましては、改めまして事務局からご連絡させていただきますので、日程調整の

ほうもご協力をよろしくお願いいたします。

本日は、どうもありがとうございました。

○河森会長 ありがとうございました。

３．閉 会

○河森会長 それでは、以上をもちまして、平成２９年度第２回札幌市消費生活審議会を

終了いたします。

本日は、誠にありがとうございました。

以 上


