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〈別紙〉 

会議成立・・・１５名中１４名出席 

 

議事（議事進行：木下真由美会長） 

 

会議公開・非公開の決定・・・公開 

 

傍聴者入室・・・なし 

 

議事録署名委員指名・・・鈴木純子委員、小暮敏明委員を指名 

 

 

（消費生活支援センター所長） 

※資料１「平成２９年度上半期の消費生活相談の概況」に基づき説明 

 

（木下真由美会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から御意見、御質問のある方いらっ

しゃいますでしょうか。 

 

（鈴木純子委員） 

はがきによる架空請求が増えており、男女比で女性が９５％とのことだが、その理由は

わかりますか。 

 

（消費生活支援センター所長） 

住所が分かっているところに送付しているということなので、想像の域ですが、高齢女

性の名簿を使用していることが考えられます。 

 

（島田玲子委員） 

平成２９年度上半期の相談件数が 24,556件で、平成２９年９月３０日現在 PIO-NETに登

録された苦情件数は 19,800件とのことだが、両者の件数の違いはどこから生じていますか。 

 

（消費生活支援センター所長） 
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まず、24,556 件には苦情ではない生活知識の問合せ等の相談も含まれています。また、

年度途中での集計のため、相談は受け付けたがデータ上、決裁されていないものがあり、

その差が件数の違いとなっている、と御理解いただければと思います。 

 

（消費生活課長） 

※資料２「平成２９年度事業者処分等について（H29.12.31現在）」に基づき説明 

 

（木下真由美会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から御意見、御質問のある方いらっ

しゃいますでしょうか。 

 

（木下真由美会長） 

 ３番目の信栄環境について、土地の現地確認業ということですが、いわゆる原野商法の

二次被害のようなものだと思います。最近原野商法が増えているので、今後二次被害の相

談も増えていくのかなと心配しています。 

 

（松林豊委員） 

 １番目のＩＮホームについて、訪問販売の排水管洗浄ということですが、これは戸建住

宅ですよね。マンションだと管理業者が管理委託業務で対応するので、個人に対して勧誘

することはないと思います。確認です。 

 

（消費生活課長） 

 戸建住宅です。 

 

（消費生活課長） 

※資料３「埼玉県消費生活基本計画平成２８年度実績及び評価」に基づき説明 

 

（木下真由美会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から御意見、御質問のある方いらっ

しゃいますでしょうか。 

 

（根守晶委員） 

 消費者教育の充実は非常に重要だと思います。生活科学センターの来館者数は２３年度

から順調に伸びてきて平成２７年度には 162,651人まで伸びていますが、平成２８年度は
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少し落ちています。平成２９年度はどうなるかこれからですが、ちょっと伸び悩みになっ

ているんではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（消費生活課長） 

 特に平成２７年度につきましては、特別に秋に農林フェスティバルであるとか１日の来

館者数が数倍になるような大きなイベントがありまして、そうした要因で大きく伸びてい

るものです。そうした要因を除くと順調に伸びていると考えています。 

 

（木下真由美会長） 

 以上で報告事項は終了します。 

 続いて、本日は消費者教育について、委員の皆様と情報交換をさせていただきたいと思

います。 

 まず、事務局から埼玉県の「消費者教育に関する主要な取組について」御説明願います。 

 

（消費生活課長） 

※資料４「消費者教育に関する主要な取組について」に基づき説明 

 

（木下真由美会長） 

 ただいまの事務局からの説明について、委員の皆様から御意見、御質問のある方いらっ

しゃいますでしょうか。 

 

（根守晶委員） 

 学校における消費者教育の推進のうち、学習指導要領に基づく消費者教育の推進につい

て、学習指導要領改訂スケジュールにおける移行期間が小学校は２年間なのに、中学校及

び高等学校では３年間となっているのはなぜでしょうか。 

 

（消費生活課長） 

 この場で明確な回答ができませんので、県教育委員会に確認の上、後日皆様に御回答さ

せていただきます。 

 

（工藤千草委員） 

 地域における消費者教育の推進の中で、地域の担い手の育成として「消費者被害防止サ

ポーター」の育成とありますが、「消費者被害防止サポーター」とはどういう方ですか。 

 

（消費生活課長） 



4 

 

 私共の方で、消費者被害防止のための一定のメニューによる研修を行い、研修を終えた

方に修了証を交付し、「消費者被害防止サポーター」としてお住まいの市町村の消費者行政

の中で活躍していただいています。現在約４００人のサポーターを育成しています。 

 なお、サポーターの育成につきましては、県直営ではなく、埼玉消費者被害をなくす会

に委託をして、なくす会の方で育成していただいています。 

 

（工藤千草委員） 

 サポーターが行う地域での見守り活動や啓発活動というのは、具体的にどのようなこと

をするのですか。 

 

（消費生活課長） 

 市町村での活躍の場ですが、例えば消費生活展であるとか消費生活講座の中でというこ

とで、それぞれの市町村の活動の中で活躍されているということです。 

 

（今野嘉久委員） 

埼玉消費者被害をなくす会の事務局を担っている立場から発言します。 

１２月末現在サポーターの数は５００人を超えましたが、目標としては７００人を目指

して、県民１万人に１人ということを目標としています。 

啓発活動としては、敬老会などで寸劇を行って消費者被害防止を呼び掛けたり、消費者

ホットライン「１８８ いやや」の普及のための啓発グッズを配布したりといった、市町

村と協力した消費者被害防止の活動をボランティアとして行っています。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、委員の皆様から消費者教育についての情報や取り組まれていることなどを

お話しいただければと思います。 

 まず、消費者団体として、埼玉県生活協同組合連合会事務局長の今野委員いかがでしょ

うか。 

 

（今野嘉久委員） 

 生協ですので、消費者団体の側面と事業を行っているという側面の両面を持っているこ

とから、様々な消費者教育の取組を組合員に対して行っています。 

 例えば、組合員のお子様向けに「買い物ゲーム」という、ゲーム形式でお金の使い方を

学んでもらうという取組をしています。 
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 環境教育としては、お店を持っている生協もあるので、そのお店を使ってゲーム形式で

環境に良い商品を選んでもらうという取り組みも行っています。 

 大学生協では、学生が契約に関することをきちんと学んでいないということもあるので、

学生向けの騙されないための本を販売しています。 

 また、最近は高齢者の被害が高止まりしているという状況もあるので、先程の消費者被

害防止サポーターの養成講座への参加を、生協や消費者団体に働きかけています。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、新日本婦人の会所沢支部長の鈴木委員いかがでしょうか。 

 

（鈴木純子委員） 

 前回の審議会で「１８８ いやや」のお話しがあったが、私は公民館で英語のサークル

の講師をしているので、「いやや、知っている」と聞いたら半分位の人が知っていました。 

 町内会で聞いたとか回覧板で回っていたということだったので、広報が一定の効果を挙

げていると感じました。 

 私たちの会では学習会をやっていて、１回ごとにテーマを決めて「○○カフェ」と呼ん

でいるんですが、昨年「騙されないカフェ」をやったら好評でした。その中で「悪質商法

撃退ソング」という「うさぎとかめ」を基にした８番まであるものを紹介したんですが、

色々な手口を歌で紹介しているものでした。 

 こうした活動を通して、身近での啓発をしていきたいと思っています。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、さいたま市消費者団体連絡会代表の廣田委員いかがでしょうか。 

 

（廣田美子委員） 

 年に１度、５月の消費者月間に合わせて、さいたま市と共催で消費者フォーラムを開催

しています。昨年度はエシカル消費の一環として、フェアトレードや児童労働等について

の学習会を開催しました。 

 毎年１０月には、新都心のコンコースで消費生活展を開催しています。昨年は警察の方

にも来ていただいて、お子様にも参加を促したいなとバルーンアートなどお子様向けのも

のも取り入れながら、消費者被害防止サポーターによる寸劇なども取り入れつつ、賑やか

に開催しました。 
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 さいたま市消団連として見学会や学習会も開催しています。 

 さいたま市消費生活総合センターと一緒に、大宮駅西口や各種お祭り、１０区でお祭り

があるのですが、そういうところで啓発グッズの配布等々のお手伝いをしています。 

 昨年は防災関係で学習ということで、「そなエリア東京」の見学に行ってきたので、３月

にはＤＩＧ訓練を消団連主催でやろうと思っています。 

 フォーラムに向けての話し合いもしており、終活の一環で、デジタルの金融の問題やし

まい方、ＳＮＳをやる人も多いので、そういったことを中心にファイナンシャルプランナ

ーに来ていただいて、学習会をしようと思っています。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、事業者団体として全国農業協同組合連合会埼玉県本部副本部長小暮委員い

かがでしょうか。 

 

（小暮敏明委員） 

 全農としては供給側に近いが、消費者目線に近付こうと意識はしています。 

 組合員の皆様は高齢化が進んでいるので、被害者にならないように、また終活というテ

ーマでは焦らず心の準備をして口車に乗らないように周知しています。 

  

（木下真由美会長） 

 農協の場合は、組合員の高齢化が進んでいますので、内部で周知していただけるだけで

も、被害を食い止められると思います。 

 続きまして、株式会社ヤオコーお客様相談室担当の砂原委員いかがでしょうか。 

 

（砂原数貴委員） 

 流通業を通して、消費者から日々いろいろな問い合わせをいただいています。 

 生鮮食品を供給、提供している中で、昨年度の例から２点挙げて述べたいと思います。 

 １点目は、天候不順、長雨で生鮮物が育ちにくいため、大根やジャガイモの芯黒現象に

対して消費者から直接御意見をいただいて対応しています。例えば、産地の選定などでお

客様の声をどこまで反映できるかなど注意しています。それでも納得がいただけない場合

には、店頭にお詫びを告知するなどしています。 

 もう１点は、水産物のアニサキスについてです。魚に寄生虫がついて、食べると胃を食

い散らかし痛みをともなうと、マスメディアがおもしろおかしく報道したために、多くの
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問い合わせがありました。日々のお客様の消費に対する声を聴き、消費者が不利益になら

ないように対応しています。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、埼玉大学教育学部准教授島田委員いかがでしょうか。 

 

（島田玲子委員） 

 今、学習指導要領が変わって新しい教科書を作成しているところだと思います。私も、

中学校の教科書作成には携わっています。 

 現場の先生たちは教科書に従って授業を展開していくと思いますので、指導要領に入っ

たものを教科書会社がいかに授業をやりやすいように盛り込んでいくかということだと思

います。そのことに携わっている人間としては、子供たちの現状を考えて、実際に授業に

取り上げやすいような身近な話題をとりあげることや、先生方が授業しやすくするために

苦慮しているところです。 

 教育学部で家庭科の教員免許を出す場合は、食とか被服とか消費者教育や住居など全分

野をもれなくやります。家政学部系でも家庭科の免許は取得できるのですが、その場合、

所属が食物学科だとしたら、専門外の住居や生活経営学の授業を１時間ずつとることによ

って免許が取得できます。この場合、先生方によって得意分野と不得意分野が出てしまい

ます。先生方は熱心ですので、専門でない分野についても一生懸命勉強して教えようとし

てくださいますが、なかなか消費者教育についてどのように教えていいか悩んでいる先生

も多いです。教科書を作る立場としては、使いやすい教科書作りに努力していますが、先

生方への題材の提供などでサポートができると授業に活かされていいと思います。 

 しかし、家庭科の授業の時間数は少ないので、なかなかできないことが悩みとなってい

ます。 

 

（木下真由美会長） 

 現場の声をいただいて、今後積極的に取り組んでいければと考えました。 

 続きまして、弁護士会の取組について、猪原委員お願いできますでしょうか。 

 

（猪原英和委員） 

 埼玉弁護士会では、消費者教育に関して弁護士の派遣をして出張の講座をしていくとい

う活動を改めて見直していこうという動きをしております。 
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 来年度、今年の４月以降に埼玉県内の全ての大学に通知をして、来年度からの大学や短

期大学に通学する学生に対し消費者被害を食い止めるための講座を行っていこうとしてい

ます。消費者教育を広くとると、賢い消費者を育てるという観点もありますが、まずは平

成２９年度上半期の消費生活相談の概況でも未成年者のトラブルが多数あったとの報告も

ありましたので、被害を防止していこうという動きで大学に通知を出させていただきまし

た。埼玉県内で学部を有する大学は埼玉県のホームページで、放送大学を除いて４４大学

紹介されています。４４大学と短期大学を対象に派遣することで進めております。具体的

な内容は、大学ごとにニーズも違うと思いますので協議しながらどういう内容を話せばい

いのかを探りながらやっていくことになります。今回、県から紹介のありました「消費者

教育に関する主要な取組について」では大学が入ってなかったので、まずは弁護士会が取

り組んでいきたいと思います。次年度以降は、県でもぜひ検討してください。成年年齢が

１８歳に引き下げられる動きがあるので、未成年契約の取り消しが大学生のほぼ全員がで

きなくなりますので課題であると思います。騙されない被害にあわない賢い消費者を育成

していくためにも、弁護士会で取り組んでいきたいと思います。そういう動きをする前に、

埼玉県消費生活支援センターから連絡をいただいき、新座市にある十文字学園女子大学で

私が講座を実施しました。４月には新入生８００人に対象に、１０月には教職員を対象に

事例や対応を紹介しました。その中で、「このような話を聞いたのは初めてだ。」という意

見をいただきました。なかなか、小学校、中学校、高等学校で聞いてこなかったことを大

学で初めて聞く、知ることによって被害を防げることも多数あると思います。こういう機

会は貴重なので、取り組んでいきたいと考えています。 

 また、高等学校からも、大学生になるための法律入門講座ということで、ＳＮＳ被害の

対応などの講座を実施してほしいという具体的な話もありますので取り組んでいきたいと

思います。 

 

（木下真由美会長） 

 他にどなたか御意見や取組の内容についてお話いただけますでしょうか。 

 島田真子委員お願いします。 

 

（島田真子委員） 

 埼玉県消費生活コンサルタントの会の島田です。当会は、消費生活相談員の資格を持っ

た有資格者の会です。市町村で働く消費生活相談員が主な会員になっております。 

 当会には、自主事業として３つの会があります。 
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 １つめは、若年者の金銭教育を行う会。小学生の金銭教育であったり、埼玉大学で弁護

士会と共同して講座を実施したり、仕事以外で活動しています。２つめは、障害者の消費

者教育の会があります。３つめは、私が所属している高齢者の会でありまして、劇団Ｓａ

ｓａＬ（ササエル）といいます。市町村の依頼で、高齢者にもわかりやすいように寸劇で

手口を話し、相談員ならではの解説をしています。先ほどの鈴木委員のお話にもあった替

え歌も行っています。当会では、相談員の時間の許す限り、平日、土日に出向いて行って

講座を実施しています。 

 また、市町村の相談員として、市で受けた講座を行っています。私は、さいたま市と蓮

田市で勤務しています。さいたま市では、小学生向けに紙芝居で啓発を行っていたり、Ｄ

ＶＤを作成していたりします。蓮田市では、これからなのですが、保育園や幼稚園向けに

スーパーでの買い物のモラルを教えようということで、絵本を作成したり人形劇をしたり

などサポーターを中心に啓発する取組を行っています。 

 

（木下真由美会長） 

 スーパーでも買い物のモラルとは、どのようなことでしょうか。 

 

（島田真子委員） 

 保育園や幼稚園の子なので、レジに行くまで食べてはいけないとか騒いではいけないと

いったことです。 

 

（木下真由美会長） 

 続きまして、松林委員お願いします。 

 

（松林豊委員） 

 私は、マンション管理の仕事をしているのですが、毎月住民の方にフロントインフォメ

ーションを発行しております。内容の１つめは管理組合や理事会の仕事、２つめはマナー

等の諸問題について、３つめは、災害等に備えてコミュニティが大切なのでイベント等に

ついてです。 

 今回、審議委員になったことを活かして、フロントインフォメーションを充実させるチ

ャンスだと思っています。マンションの住民も高齢化が進んでいますが、高齢者の消費者

被害が増えている中で、住民同士の支え合いが必要だと思います。それをサポートしてい

くのが管理会社でもあると思います。 
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 フロントインフォメーションを継続して、被害防止の活動をしていきたいと思います。 

 

（木下真由美会長） 

 地域に密着した活動をされている報告をいただきました。 

 他に、お話し下さる方いらっしゃいますか。工藤委員お願いします。 

 

 (工藤千草委員） 

 私は、大学に勤めております。大学には若い人がたくさんいるのですが、大学側から被

害にあわないための周知はあまり行われていないです。行政からの紙媒体の情報は置いて

あります。家政学部で消費生活論を授業で受けている学生はわかりますが、受けていない

学生は消費生活について疎いのではないかと思います。若い方のＳＮＳの被害も多いが、

日常生活の情報をそこから得ていることを肌身で感じています。先ほど、弁護士会の方か

ら大学で情報提供されているとの報告がありましたが、逆にＳＮＳを上手く使う方法があ

るのではないかと思っています。 

 

（木下真由美会長） 

 いろいろな取組について情報をいただきましたので、需要と供給が合って、お互いの取

組を利用できるよう進めていければ思います。 

 他に、何かございますか。廣田委員お願いします。 

 

 (廣田美子委員） 

  消費者被害防止の教育については各団体などで取り組まれている印象を受けました。 

 しかし、若年者が知らないうちに加害者になってしまうことをなんとか食い止められな

いかということを、常々考えています。そういった教育を小さいうちから行わないといけ

ないと考えているのですが、弁護士会でそのようなプログラムも考えていただけてますで

しょうか。簡単なアルバイトだよと誘われて、知らないうちに加害者になってしまう若年

者も増えてきているので、よろしくお願いします。 

 

（猪原英和委員） 

 貴重な意見ありがとうございます。 

 今回紹介させていただいた昨年４月の大学生を対象とした講座の中で、人気バイトと言

われているものとか情報商材などのお金を借りさせて高額な商材を買わせてしまう被害に
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ついても紹介して注意喚起や情報発信は試みています。ＳＮＳを上手く利用して情報発信

することも必要だと思いますが、ＳＮＳだけでは自分の興味のない情報を取り入れないと

思います。強制的に参加させられている講座の中で、少しでもここはと感じてくれている

ことを期待しています。 

 いろいろな方法を利用しながら、自ら加害者にならないような啓発活動を弁護士会も積

極的に取り組んでいきたいと思います。 

 

（木下真由美会長） 

 多くの御意見ありがとうございました。 

 この後、消費生活に関する参加体験型施設の埼玉県生活科学センターを見学していただ

きたいと思います。視察の前に、施設の概要を御説明願います。 

 

（消費生活支援センター所長） 

※資料５「埼玉県生活科学センター（愛称：彩の国くらしプラザ）の概要」に基づき説明 

 

 

 

（木下真由美会長） 

他に御意見、御質問ありますでしょうか。 

それでは、本日の審議会は終了とさせていただきます。 


