
平成３０年度第 2回島根県消費生活審議会 

平成３０年１０月４日（木） 

                                島根県市町村振興センター 大会議室２ 

 

１ 開会 

中尾 

島根県環境生活総務課の中尾です。 

今回は新しい委員による最初の会議です。新しい委員の所属とお名前を御紹介します。 

  （出席委員の御紹介） 

（欠席委員の御紹介） 

事務局については出席者名簿と配席図で紹介に代えさせていただきます。 

会議の成立について御報告します。本日の審議会は定員 18 名のうち御出席が 12 名、御

欠席が 6 名です。島根県消費生活条例施行規則第 20 条第 3 項に定める定足数である半数

に達しており、本日の審議会は成立しております。 

開会にあたり、松本環境生活部長から御挨拶申し上げます。 

 

松本部長 

ひとこと御挨拶申し上げます。 

委員の皆さまにはお忙しい中、本会議に御出席いただきありがとうございます。平素から本

県の消費者行政に格別の御協力をいただきまして、改めてお礼申し上げます。 

この審議会は 6 月 8 日に今年度の第 1 回の会議を開催しました。今回が第 2 回ですが、7

月 27 日に新しい委員の皆さまにも御就任いただきましたので、今回が新しい委員の皆さまに

よる初めての審議会です。どうぞ、よろしくお願いします。 

県では消費生活条例を定めており、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を推進し

ております。この審議会ではそれらの施策に関する重要な事項の調査、また審議する附属機

関として設置しているものです。今後 2 年間、委員の皆さまのもとで審議会を開催してまいりま

すので、それぞれ御専門の立場、さまざまなお立場から県の消費者行政について忌憚のない

御意見をいただければと思います。 

昨今の消費者を取り巻く状況は、高齢化や高度情報化の進展、経済のグローバル化等によ

り大きく変化しています。消費者トラブルも非常に複雑で多岐にわたっております。 

県では島根県消費者基本計画を策定しており、さまざまな施策を推進しています。特に市

町村の相談体制の充実に向けた支援、消費者教育の推進、地域見守りネットワークづくりの推

進、これらを重点事項として取り組んでおります。 

まず相談体制の充実として、県民がどこにいても質の高い相談を受けられる体制の整備や、

県の相談員等による市町村巡回訪問等のサポートを行っています。 

消費者教育については、法改正により 2022年 4月から成年年齢が 18歳に引き下げられま



す。若年者を対象とした消費者教育の充実が求められています。 

また、高齢者を狙った特殊詐欺の被害も深刻化しており、平成 29年の被害ケースは 42件、

被害金額は約 1 億円と、件数・金額ともに前年を下回ってはいますが、65 歳以上の高齢者の

被害件数の割合が 55％と、まだまだ金額も件数も大変な状況にあります。このような被害に遭

いやすい高齢者の方を地域で見守っていこうと、地域見守りネットワークの構築、市町村のネ

ットワークの構築に向けた取り組みの支援をしなければいけないと考えているところです。 

本日は会長等の選任手続きのほか、消費者基本計画の策定等についての御説明をするこ

ととしています。限りある時間ですが、いろいろな御意見を頂戴できればと思います。 

 

２ 議事 

（１）会長及び職務代理者の選任について 

中尾 

それでは議事に入ります。会長が選任されておりませんので、この部分は事務局の消費とく

らしの安全室城市室長が説明させていただきます。 

 

城市 

城市です。どうぞよろしくお願いします。 

最初の議事は会長の選任です。資料１に島根県消費生活条例と施行規則を付けています

ので参考に御覧ください。 

島根県消費生活条例施行規則第 18 条により、審議会会長を置き、会長は委員の互選によ

り定めることとなっています。いかがいたしましょうか。 

 

委員 

推薦いたします。前期も務めていただいた玉樹委員に引き続きお願いしたく思います。皆さ

ま、いかがでしょうか。 

 

委員 

 (拍手) 

 

城市 

ありがとうございます。それでは皆さまの拍手をもちまして賛同をいただきましたので、玉樹

委員が会長に選任されました。ここからは玉樹会長に議長となっていただき、議事運営をお願

いします。 

会長、議長席にお願いします。 

 

会長 



私は岐阜県の出身で、2007 年に名古屋から島根大学に移ってきました。岐阜県と比べると、

山陰地方（島根県、鳥取県）は非常に消費者行政・消費者運動が進んでいるという印象を持っ

ています。先般、地元の市役所へ行ったところ、消費生活相談窓口がどこにあるのか、すぐに

は分からないという有様です。それに比べると非常に活発に行われており、日頃から敬服して

おります。 

今は福賴さんらが力を入れておられる消費者団体ネットワークづくり、こちらも含め全国的に

遅れていますので、それをどうにかしたいということが私の関心事です。 

今期の委員、２名は島根大学の修了生であり、ちょうど私が来た 2007 年に入った同期とい

ったところもありますので心強く思います。盛り立てていただくようよろしくお願いします。 

引き続いて職務代理者の専任についてです。職務代理者については施行規則第 18 条第

4 項に、会長に事故がある時は会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理すると規定

されており、あらかじめ会長が職務代理者を指名することになっています。そこで前回から続

いて務めていらっしゃる藤居委員にお願いしたいと思います。 

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 

藤居委員 

はい。 

 

会長 

それでは、よろしくお願いします。 

 

（２）苦情処理部会員の選任について 

会長 

次の議題に移ります。 

苦情処理部会員の選任について事務局から説明をお願いします。 

 

中尾 

島根県消費生活条例第 27 条第 1 項に、知事は消費者から商品等に関する苦情の申出が

あった時は、速やかにその調査を行い、解決のためのあっせん等に努めなければならないと

規定しています。これを受けて消費者センターでは苦情処理等を行っております。 

同じく第 28 条第 1 項において、知事は前条第 1 項の規定により申出のあった消費者の苦

情のうち、解決の困難なものについては、島根県消費生活審議会のあっせん等に付すること

ができると規定されています。 

この審議会において、解決の困難なものについてあっせん等を行う機関が、苦情処理部会

です。苦情処理部会の所掌事務ついては、2ページをご覧ください。施行規則第 19条第 2項

に定められています。あっせん等を行うことと、消費者が事業者に対して提起する訴訟の援助



に関する事項を調査審議するということが、所掌事務になっております。 

この部会はのちほど会長が指名する 5 名以内をもって組織され、部会には部会長を置き、

部会長は部会委員の互選で決定されることとなっております。 

 

会長 

施行規則第 19 条第 1 項、審議会に苦情処理部会を置く。第 3項で、苦情処理部会は、審

議会の委員のうちから会長が指名する委員 5名以内をもって組織する、と規定されています。 

そこで苦情処理部会として、学識経験者から藤居委員、李委員、手石方委員、消費者代表

から石原委員、事業者代表から三島委員、以上 5名の方にお願いしたく思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

委員 

 (拍手) 

 

会長 

ありがとうございます。それでは 5名の皆さま、よろしくお願いします。 

施行規則に則り、この部会には部会長および部会長職務代理者を置くことになっています

ので、審議会が終了しましたら苦情処理部会を開催し、部会長の選任等をお願いします。 

  

（３）島根県消費者行政の概要について 

会長 

次の議題に移ります。議事 3 の島根県消費者行政の概要についてです。事務局から説明

をお願いします。 

 

城市 

委員の皆さまにはこの任期中に次期消費者基本計画の策定に関わっていただきますが、こ

のあと説明します次期島根県消費者基本計画策定についてと、消費者意識基本調査の実施

と合わせて関係性がありますので申し上げておきます。 

そのうえで島根県消費者行政の概要についてです。島根県の消費者行政の現状をデータ

等に基づいて御説明いたします。 

資料 2を御覧いただきます。消費者行政の推進体制です。 

本県の消費者行政は、環境生活総務課消費とくらしの安全室と消費者センターで所管して

おります。消費とくらしの安全室は消費者施策の企画立案執行全般を担っており、具体的に

は消費者教育・啓発、消費者団体活動支援、法律に基づく事業者指導等を行っております。 

一方、消費者センターは消費者安全法に基づく消費生活センターであり、主として消費者

からの相談・苦情処理業務を行っています。 



職員はその二つの機関の双方を兼任しており、島根県市町村振興センター5 階で一緒に

仕事をしています。嘱託職員を含めて合計 19名です。そのうち 10名が消費生活相談員で、8

名を松江の消費者センターに、2名を益田にある石見地区相談室に配置をしています。 

消費者施策は、島根県消費生活条例に基づき策定している島根県消費者基本計画に沿っ

て推進しています。現在の計画は第 4 期です。計画期間は平成 28 年 4 月から 32 年 3 月ま

での 4年間です。計画概要は次の議題で御説明します。 

昨年度の事業実績です。消費者センターで受け付けた相談件数は 3，923 件で、これまで

減少傾向にありましたが 4 年ぶりに増加に転じています。その主な要因は、50 代以上の女性

を中心とする、ハガキによる架空請求に係る相談の増加でした。 

啓発活動では県民の要望に応じて、消費生活相談員等が各地に出向いて行う出前講座を

181回開催し、8,967名の受講がありました。ここ数年高い数字で推移しています。 

その他、消費生活問題に関する入門的な講座により、将来の地域における消費者リーダー

を育成する「消費者リーダー育成講座」、国家資格である消費生活相談員資格の取得を目指

す「消費生活相談員育成講座」、県の各種講座修了者や出前講座登録講師等を対象に、さら

なる資質の向上を図る「消費者リーダーレベルアップ研修会」を行っています。 

また、新聞、ラジオ、広報紙、SNS 等での情報発信、イベント等での啓発活動も行っていま

す。 

当室で所管している特定商取引法や景品表示法に基づき、事業者に対し文書指導あるい

は口頭指導も行っています。 

次に、消費者庁の地方消費者行政強化作戦の当県の達成度です。地方消費者行政強化

作戦は、全国どこに住んでいても質の高い相談・救済を得られ、安全・安心が確保される地域

体制を全国的に整備するため、消費者庁が各都道府県の達成すべき目標を示したものです。 

この達成に向けて消費者庁は、消費者行政の推進に係る交付金により、地方公共団体の

取り組みを支援しております。 

その達成度について説明する前に、県内の消費生活相談体制についてお話しします。 

県内 19市町村すべてに消費生活相談窓口が設置されていますが、そのうち消費生活相談

員が配置されているのは 8 市です。そのうち消費者安全法に基づく消費生活センターが設置

されているのは大田市と江津市を除く 6市です。 

相談員は県の消費者センターも合わせて県内に 22名配置されていますが、このうち有資格

者は 12名という状況です。 

このうえで達成状況について御説明します。 

まず、政策目標 1、相談体制の空白地域の解消です。先ほど申しましたように本県では 19

市町村すべてで相談窓口が設置されていますので、これは解消されております。 

次に、政策目標 2、相談体制の質の向上です。消費生活センターの設立については人口 5

万人以上の全市での設立が目標となっています。本県においては人口 5 万人以上の松江市、

浜田市、出雲市ですでに設立されており、これは達成です。 



5 万人未満の市町村 50％以上で消費生活センターの設置という目標については、対象 16

市町村中、設置は益田市、安来市、雲南市の 3市のみであり、未達成です。 

消費生活相談員は、市町村の 50％以上に配置の目標に対し、8 市のみの配置であり未達

成です。 

相談員の資格保有率は、75％の目標に対し、先ほど申しましたように、相談員に 22 名に対

して、有資格者 16名でございますので、率にして 72.7％とこちらも未達成です。 

相談員の研修参加率は全市町村参加で 100％達成です。 

政策目標 3は直接関係がないので省略します。 

政策目標 4、消費者教育推進計画の策定と消費者教育推進地域協議会の設置です。これ

らは平成 24年に制定された消費者教育推進法において、都道府県及び市町村に策定・設置

の努力義務が規定されたものです。 

本県においては、推進計画は消費者基本計画に包含する形をとっており、また協議会は本

審議会が兼ねており、策定・設置がなされています。 

政策目標 5、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会です。これは「地域見守り

ネットワーク」とも呼び、高齢者や障がいのある人などの消費者被害に遭いやすい人たちを関

係機関が連携して情報交換や見守る仕組みをつくり、被害防止・早期救済を図るものです。し

かし人口 5 万人以上の全市町への設置という目標に対し、本県では人口 5 万人以上では松

江市、浜田市の設置にとどまり、未達成です。ちなみに、この協議会は飯南町でも設置されて

おり、現在島根県内では 3市町での設置がされているという状況です。 

これらから見えてくる課題は、市町村の消費生活相談体制の強化、地域見守りネットワーク

の構築です。 

 

会長 

ありがとうございました。事務局から説明がありましたが、事前に委員から質問をいただいて

いますので、事務局からお願いします。 

 

中尾 

この件について 3点御質問いただいておりますので御紹介し、事務局各担当から御説明い

たします。 

まず 1 点目、「消費者相談の件数が増えていますが、島根県消費者センターでは十分に対

応ができていますか。特に消費生活相談員が 10 名しかおらず、石見地方では 2 名しかおら

れないことがとても気になります」という点です。 

次に 2 点目、「県消費者センターと市町村の消費生活相談窓口との相互の関係、機能的な

位置付けはどのようになっていますか」。 

そして 3 点目、「消費者リーダーとは具体的に何であり、県では消費者リーダーに何を期待

していますか。また、研修はリーダーを育成するために必要十分な内容となっていますか」とい



う御質問です。 

 

田邊 

消費とくらしの安全室の田邊と申します。相談部門を統括しております。 

委員の初めの御質問、県の消費者センターの相談体制について御説明します。昨年度の

消費生活相談件数は、松江と石見地区相談室の両方で 3,923 件と、4,000 件弱でした。これ

はハガキによる訴訟通知あるいは架空請求に関わる相談の増加を受けたものです。対前年度

22.4％の増加です。過去 7年間で最多の件数となっております。 

過去の最多相談件数は平成 16年度の 1万 4,000件余です。当時は相談員が 7名であり、

1万 4,000件を 7名の相談員で処理し、一人あたりの件数が 2,000件を超える状況でした。昨

年度の相談件数は一人あたり約 400件でしたので、ピーク時の 5分の 1 となっています。 

平成 16 年度以降、相談件数は漸減の傾向にあり、一方平成 16 年度のピークを受けて相

談員が 2 名増となった関係で、以降相談員が 9 名、最終的に平成 27 年度に 1 名増加し、現

在 10 名の相談員となっています。一人あたりの相談件数は結果的には、減少傾向にあります。 

一方、悪質業者の手口が巧妙化・多様化しており、1 件あたりの相談処理時間は長期化傾

向にございます。 

所定の勤務時間内で相談受付からあっせん・解決までの相談処理を行うので、それらに十

分時間が取れるように配慮しているところです。 

石見地区相談室では相談件数は松江市に比べれば少ないのですが、県西部の相談受付

と各団体等の依頼による出前講座を 2 名の相談員で対応しています。そのため過度の負担と

ならないよう、松江のセンターとの間で業務分担を図っています。 

次に、2点目の質問についてです。県消費者センターと市町村消費生活相談窓口との相互

関係、機能的な位置付けはどのようになっているのかという御質問です。 

消費者安全法では市町村の事務としては、「消費生活相談に応じ、苦情処理のためのあっ

せんを行い、必要な情報を収集し、住民へ提供すること」と明記されています。一方で都道府

県は、「市町村の事務の実施に対して、市町村相互間の連絡調整あるいは市町村に対する必

要な助言、協力、情報の提供等の援助を行うこと」とされています。 

これを受けて県では、市町村からの要請により、対応困難あるいは広域で対応すべき事案

を県消費者センターで処理します。これを経由相談といいますが、このような対応を実施して

います。 

また、県の消費生活相談員等により、市町村への巡回訪問あるいは市町村相談員を対象と

した専門研修、OJTなどを実施しています。 

 

土屋 

消費とくらしの安全室の土屋と申します。最後の御質問についてです。 

消費者リーダーとは消費者リーダー育成講座を修了された方を指しています。県では消費



者リーダーの皆さんに、住民に身近な各地域で消費者教育あるいは啓発活動を行っていただ

いくことを期待しています。 

現在の消費者リーダー育成講座は消費者問題の入門編の講座として、初心者の方も参加

しやすい内容としています。 

以後のフォローとして毎年 1回の消費者リーダーレベルアップ研修会を開催しております。 

また希望者が約 60 名余りいらっしゃるのですが、3 か月に 1 回、県の作成する啓発資料な

ど送付し情報提供をしております。 

 

会長 

御説明いただきましたが、委員、いかがでしたか。 

 

委員 

よく分かりました。 

 

会長 

消費者リーダー育成講座では、島根大学の我々が委託を受けて実施していますので、不

十分な点があればお伝えくださるとありがたいです。 

その他、御質問等、いかがでしょうか。 

 

会長 

資料 2の 2ページ下、消費生活センター設立というところで、島根県は 100％達成。この 30

というのはすべて達成している都道府県の数ですか。 

 

城市 

はい、達成した都道府県が 30 ということです。 

 

会長 

  「見守りネットワーク」の構築について 31 となっているのは？ 

 

城市 

地域見守りネットワークの設立は県あるいは市町村単位で行いますが、ここで目標の指標と

しているのは、人口 5 万人以上の全市町ということですので、ここの数は設立をした市の数を

挙げています。 

 

会長 

31市ということですか。 



城市 

はい。 

 

会長 

分かりました。 

 

会長 

消費者リーダー育成講座の下に消費生活相談員育成講座とあります。 

我々島根大学の企画として、社会人再教育という事業を行っています。その一環で消費生

活相談員育成セミナーもありますという説明をしておきます。 

 

委員 

消費生活相談員という職務はどのような待遇・位置付けなのですか。 

 

田邊 

現在 10 名いる県の消費生活相談員は、月 16 日の勤務で時間いえば 124 時間の勤務で

す。位置付けは特別職の非常勤職員です。 

 

委員 

分かりました。 

人数は少し増やしておられ一人あたりの件数は減っているということなので、それでいい具

合に対応されているとは思います。 

育成は難しいものですか。これは国家資格なので希望する方が誰でもなれるものではなく、

相当勉強され就業されないときちんと対応ができないようなお仕事ですか。 

 

田邊 

現在の消費生活相談員は、平成 28年 4月から消費者安全法に基づく国家資格となってい

ます。毎年選考試験があり、1 次のペーパー試験と 2 次の面接試験とがありますが、初年度は

現役の相談員がかなり受けられたので 40％台の合格率でした。2年目の合格率は 38％で、こ

ちらもかなりの現役の方の受験だったことでそれだけの数字となっています。 

相談員は日々の消費生活相談に対応していますが、以前の相談内容は対面での物販等

が中心だったものが、今はインターネット社会や契約で、法律も日々変わっていることから常に

アップデート、スキルアップしなければならない状況です。 

我々の相談員もおおよそ毎年 1人 4回、国民生活センターに研修に行き、新しい法律を専

門家の教授や弁護士から御指導いただいています。それでもついていくことが精いっぱいとい

う状況です。 



今後、育成講座を通して、より優秀で意識の高い方が消費生活相談員に応募していただく

ことを願っています。 

 

委員 

分かりました。ありがとうございます。 

 

会長 

消費生活相談員育成講座につなげる形で、消費生活相談員育成セミナーをし、私も担当し

ました。過去の問題をみても非常に難しいです。 

県としてこのような消費生活相談員育成講座を開催し育成するという取り組みを行っている

ところは、島根県以外にあまりないような気がします。 

 

中尾 

  沖縄県、岐阜県など複数の県では取り組んでいらっしゃいますが、どこの県が行っている

かすべては承知しておりません。 

 

会長 

私は非常に素晴らしい取り組みだと思っています。 

神奈川県や東京都にはそういった仕組みはないようです。 

消費生活相談の内容として架空請求ハガキが急増したということでした。10数年前に 1度ピ

ークがありそれが今、全国的に再燃しています。 

私は米子市の消費生活審議会にも関わっており、そちらでの状況も聞きました。やはり全国

的に架空請求ハガキの被害が多いということでした。米子市では実例が紹介されました。SF商

法の事例です。10 数年前に流行った架空請求ハガキがぶり返していて、原野商法もそうです

が過去の手口がまた流行るということのようです。SF 商法の被害者に対してまた新しい手口で、

これも全国的に流行っています。島根・鳥取に多いようです。島根大学の近くに店があるという

話も聞きます。 

  

（４）次期島根県消費者基本計画策定について 

会長 

次の議題に移ります。議事 4、次期島根県消費者基本計画策定について、事務局より説明

をお願いします。 

 

土屋 

次期消費者基本計画策定についてです。新任の委員もいらっしゃいますので、現行の第 4

期の計画について概要・実績を御説明します。 



資料 3-1 を御覧ください。この計画は島根県消費生活条例に基づいて策定されるものです。

第 1 期は平成 17 年 12 月に策定しました。今回が第 4 期です。消費者行政を総合的かつ計

画的に推進することにより、県民の消費生活の安定と向上を図るものです。 

第 2 章で現状と課題を整理しました。高度情報化社会の進展等に伴い消費者の利便性は

大きく向上していますが、消費者トラブルはますます複雑・多様化しています。こうした状況に

加え、地方消費者行政強化作戦や各種の法改正など、国レベルでの消費者行政の変化や、

平成 26 年度に実施した県民意識調査の結果を踏まえたうえで、以降の取り組みについて課

題を整理しました。 

その主なものとして 4 つ掲げています。消費生活の安全確保、相談体制の充実、消費者教

育の充実、高齢消費者等の被害防止です。 

このうち特に第 4 期基本計画では、消費者教育推進法に基づく県の消費者教育推進計画

にも位置付けられており、消費者の自立を目指して消費者教育の充実に取り組んでいます。    

また近年、高齢者等を巻き込む消費者トラブルが年々増加しています。特に悪質商法など

による被害の防止を図る必要があることなどが喫緊の課題とされています。 

施策の体系です。ただいまの課題に加えて、県民の消費生活の安定および向上を確保す

る取り組みという計画の目的達成に向けて、第 3 章で 4 つの基本方針と 11 の施策に基づい

て展開しています。 

具体的には資料 3-2 の評価シートを御覧ください。平成 28 年から 31 年度までの欄があり

ます。色のついている箇所が、目標達成している指標です。 

全体指標は 3つあります。島根県が毎年実施している「島根県政世論調査」で把握しており

ます。平成 29年度はいずれも未達成の状況です。 

1点目はクーリングオフ制度の認知度です。これは 77.1％で平成 28年度より 0.7ポイント低

下しています。目標値は 85％で未達成です。 

2 点目は消費生活窓口の認知度です。87.9％と、前年度と同じです。平成 29 年度は 90％

の目標値ですのでこちらも未達成です。 

3 点目が消費者被害に遭った人の割合です。9.2％で、目標値の 8％を上回り、こちらも未

達成です。 

次に、個別の施策体系です。個別指標として 12 項目を設定しています。こちらでは 2 項目

を除いて目標達成しています。 

以上を踏まえ、今後の課題 3 点です。まず、1 点目は消費者教育の充実です。消費者被害

を未然に防止するために、自立した消費者の育成が重要です。それから成年年齢引き下げに

よる若年層への消費者教育推進と消費者団体のネットワーク化が課題です。 

2 点目は消費者相談体制の充実です。県内のどこに住んでいても質の高い消費生活相談

を受けられるように、住民に身近な市町村の相談窓口体制の充実が必要です。 

3点目は高齢消費者の被害防止です。60代以上の高齢者から多数の相談が寄せられてい

ます。高齢者を地域で見守る体制を作るために、地域見守りネットワークの構築を推進する必



要があります。 

ここまでが現行計画の概要と実績でした。 

続いて資料 3－3の次期消費者基本計画の策定についてです。 

現行の第 4 期の計画が平成 31 年度末までとなっています。今回の審議会では、次期基本

計画の策定の進め方、消費者意識基本調査、いわゆるアンケート調査の実施等を御審議い

ただきたいです。 

消費者基本計画の位置付けです。これは条例に基づいて策定するものです。また、この基

本計画は県の上位計画にあたる島根県総合発展計画の個別基本計画として位置付けていま

す。さらに消費者教育推進法に基づく消費者教育推進計画も兼ねています。 

次に基本計画の策定の進め方です。実際にどのような方法で次期の基本計画を策定する

か、大きく 2つの柱で進めたい考えです。 

1 点目は県民参加型による計画策定です。計画策定にあたり、消費者意識基本調査・アン

ケート調査の実施と、素案が作られてからの政策への県民参加制度、いわゆるパブリック・コメ

ントを実施したいです。これらを通して県民からの多様な要望を反映させていきたいと考えて

います。 

2 点目にはこの島根県消費生活審議会での御審議です。本審議会での御意見を計画策定

に反映していきたいと考えています。 

基本計画策定スケジュールです。次のページを御覧下さい。2年間にわたり掲載しています。

県議会、審議会、事務局・庁内推進会議の 3 つを図示しています。審議会で御審議いただい

たものを事務局・庁内の会議によって修正等を行い、次の審議会にフィードバックする流れで

進めたいと考えています。資料には 30年度、31年度の 2か年のスケジュールを記載していま

すが、今年度は計画策定に向けての情報収集期間と位置付けています。主に先ほど申し上

げたアンケートについて審議していただきたいです。次回、来年 3月にこの結果の御報告をい

たします。平成 31年度からは計画本体の策定について御審議いただきたいと思います。年度

当初知事からの諮問等、事務局で基本計画の素案を作成して、御協議・御意見を踏まえて、

第 3回審議会で最終案をお示ししたいと思います。以上が策定スケジュールです。 

最後に次期基本計画策定に係る重要項目を 2点例示しております。 

まず消費者教育の推進についてです。成年年齢を 18 歳に引き下げる民法改正法案が今

年 6 月に成立し、2022 年 4 月に施行される予定です。契約に関する未成年取消権が使えな

くなる 18歳、19歳の若者の消費者被害が急増することが懸念されています。 

2 点目は、高齢者の消費者トラブルの防止についてです。高齢者を狙った特殊詐欺や悪質

商法は新たな手口が次々に出てきています。被害件数も高止まりしており、高齢者の被害防

止が重要項目の 1つになるのではないかと考えています。 

 

会長 

こちらも委員より事前に御質問をいただいていますので事務局よりお願いします。 



中尾 

委員から「第 4 期消費者基本計画の策定にあたりパブリック・コメントは何件寄せられました

か、それは県民の意見を反映させるため十分な量でしたか」という御質問です。 

 

土屋 

計画のパブリック・コメントは 11件の意見が寄せられました。パブリック・コメントは県の定める

要項に基づき実施しています。平成 27 年度に県が実施したパブリック・コメントの件数は計 30

件でした。そのうち 2桁の意見が提出された案件は 5件でした。 

 

会長 

委員、いかがですか。 

 

委員 

ありがとうございました。 

 

会長 

委員から現行の第 4 期島根県消費者基本計画の概要についてさまざまな御質問をいただ

いています。事務局から回答をお願いします。 

 

中尾 

第 4 期島根県消費者基本計画について、委員より 4 点の御質問をいただきました。質問ご

とに御説明をいたします。 

消費者基本計画の 30 ページの事務事業・施策③に、市町村消費者問題研究会等との意

見交換会の開催とあります。「この研究会等は松江市が各町村に置いていた消問研のことで

すか、消問研のない町はそれに代わるものはないということですか」という御質問です。 

 

福賴 

消費とくらしの安全室の福賴と申します。消費者教育、消費者団体支援を担当しています。

関連する御質問に私から御説明します。 

委員からの御質問について、この計画の中でいう市町村消費者問題研究会ないし協議会と

は、松江市であれば松江市単位、というように現行の市町村単位での消費者団体を想定して

記載されているものです。委員の御質問にも含まれていましたが、旧 59 市町村だった時代に

それぞれの市町村にあった消費者団体が、市町村合併に伴い合併したものの、現在では同じ

1 つの現行の市の中でも活動が続いているところとそうでないところがあることは我々も承知し

ております。 

よって、我々としてはひとまず市町村単位の消問研とのコミュニケーションを中心に考えてお



ります。その単位の中の更に細かなそれぞれの地域で県と直接話を聞いたり話をしたりしたい

という御要望があれば個別に承りたいと思います。 

一方でそれぞれの地域の中での消費者団体活動を活発化させるためには、市役所・町役

場・村役場という単位の活動、更にその中での小さな地域支援組織の活動が非常に重要にな

ってきます。そうしたところでの各市町村の御事情・考え方により、より適切な消費者団体活動

が県内各地域で展開させることができるよう支援することが我々県の役割だと考えております。 

 

委員 

ありがとうございました。私は宍道町なのですが、宍道町は松江市と合併しました。すると宍

道町には決定権もなくなり、消費者問題研究会も自然消滅のようにあとを担う人もいなくなって

しまいました。 

宍道町にいる私には学びの場というものが何もありません。先ほどおっしゃったリーダー研

修の情報が公民館にも支所にも入ってきていないのです。私はとてもリーダーにはなれません

が、私のところへそういった情報を入れていただくと新しいことも聞けるのではないか、先日雲

南での会へ参加しました。 

島根大学さんのインターネットの研修もこの白髪頭で頑張ろうと申し込みましたが、本当に

学びの場が今ないのです。公民館や支所のどこかの課からは何の反応もありません。 

 

中尾 

それは「学びの場がない」という御意見として承るということでよろしいでしょうか。 

 

委員 

福賴さんにお越しいただいて、グループ 19 名の駅前で花を作る「歩みの会」という、ともに

手を携えて年を取っていきましょうという会が受け皿としてあるのですが、講演していただいた

ことがありました。 

しかし、広がりがないのです。公民館の中に消費者関係や生活の何かの部会でもあって、

そこが引き受けてでもくださるともう少し広がりがあるかと思いました。公民館でそういった活動

を支援しますということもありませんでした。 

 

中尾 

ありがとうございます。出前講座等もありますので御活用いただければと思います。 

 

委員 

ありがとうございます。毎年出前講座をお願いして、わずかな人数でお聞きしています。 

 

中尾 



委員からの次の御質問です。基本計画 32 ページの事務事業・施策④に「相談業務相互支

援ネットワーク会議とありますが、このネットワーク会議の会員は警察や行政を指すものでしょう

か」という御質問です。私より御説明いたします。 

このネットワークは平成 13年 8月に設立され、担当課は県警の広報県民課です。本日は広

報県民課からは来ていらっしゃらず、提供いただいている資料に基づき、私から代わりに御説

明します。 

このネットワークの会員や構成機関は国、県、警察本部などの行政機関のほか、県の弁護

士会など 29 の機関で構成されています。県民の皆さまから寄せられる各種の相談に迅速か

つ適切に対応するため、連携を図ってきたということのようです。しかし今年の 8 月に解散され

ました。 

解散理由は各機関・団体が受ける相談が多様化して、それに伴い共通して検討議題を設

定することが難しいこと、個々の相談に際して必要な連携はすでに図られており、ネットワーク

設立時の目的は達成していると判断されたようです。 

なお、消費者被害対応については、密接に関係のある警察本部と消費者被害連絡会議を

開催し、相談業務について情報共有や意見交換をし、連携を図っているという状況です。 

3点目の御質問です。基本計画 38ページの事務事業・施策⑦に、環境や社会問題に配慮

した消費活動、エシカル消費の普及とあります。「若い人にも学ぶチャンスが必要だ」との御意

見をいただいています。 

 

福賴 

こちらも委員の御指摘のとおりです。エシカル消費、これは日本語では「倫理的消費」と言

います。自分だけの快適さ・得という消費行動ではなく、社会への影響を考えた消費行動をと

ることがエシカル消費の考え方です。 

よってエシカル消費に関する教育は、他の消費者、社会全体に対する影響を考えて行動す

る消費者を育てるという視点です。特にこれからの社会を担う若者に対して、食品ロス問題を

はじめとするエシカル教育が不可欠だと考えております。 

現状では島根大学の学生さんにお話をする場合や、インターンシップで学生さんが我々の

職場において 1日、2日仕事の体験をする時などに、必ずエシカル消費について触れるように

しています。各学校などで出前講座があり、私たちは特に高校によく行きます。その時にも可

能であればエシカル消費について取り入れたいと思っていますが、1 つの授業のコマは短い

です。その中で特に若者・高校生では消費者トラブルについての話をしてほしいというリクエス

トが多いです。どうしてもそちらが中心とはなりますが、今後とも学校やいろいろなところとの調

整の中で可能であればエシカル消費も話に盛り込みたいと考えています。 

 

中尾 

委員からの最後の御質問です。基本計画 43 ページの地域見守りネットワークづくりの推進



に関連して「消費者被害に遭いやすいのは高齢者や障がい者で、宍道町でも最近見守りの

話が出ていて、福祉委員や民生児童委員が中心となり話し合いがあったということですが、そ

れがこの見守り事業と同じですか」という御質問です。 

委員がおっしゃる宍道町内での話し合いがこの地域見守りネットワークの関連かということに

ついては、申し訳ありませんが分からないところです。ただ、松江市では先ほど室長が申しまし

たが、地域見守りネットワークができており、高齢者の認知症や虐待問題等に対する既存のネ

ットワークがあり、そこに消費者行政が関わり連携することにより、この消費者基本計画でいう

地域見守りネットワークとして位置付けられているということで、平成 28 年 10 月に設立されて

います。 

そして県内市町村の中では松江市のほか、浜田市と飯南町の 3 市町で地域見守りネットワ

ークが設立されています。 

県としては全市町村に地域見守りネットワークの設立が目標ですので、それを目指して理解

の促進、気運醸成のために研修会などを開催し、松江市のように福祉や介護分野のネットワ

ークがすでにあるところについては、既存のネットワークと消費者行政とが連携して設立されて

はどうかというような推進も図っています。 

 

委員 

今ちょうど福祉会の中に見守りネットワークを作りかけています。地震等災害時の高齢者へ

の見回りばかりの話になります。ゴミの分別ができない御夫婦もいらっしゃいます。 

その中に消費者関係の何かが入っていました。だからこの会がそこへつながって、松江市

から見回りだか組織を作ることを進めているのです。 

宍道町すべてにあるのではなく、できるところから作ってくださいという状態です。今までの

見回りというのは災害時ばかりの話になります。 

私は消費者関係のことと書いてあるのが、この会の思いがそこへ行くようになっているかと思

い質問しました。案外つながるかもしれません。 

 

中尾 

それかどうかというところまでは確認が取れておりません。すみません。 

もう 1 つ委員からの御質問がありますので御紹介します。基本計画 35 ページの施策⑦のと

ころです。「消費者教育の総合的・一体的な推進のところに『県消費者センターを県内の消費

者教育の推進役として位置付け』とありますが、具体的にどのようなことをされていますか」とい

う御質問です。 

 

福賴 

改めて基本的な部分から御説明します。消費者教育推進法には、各地域の行政が消費者

教育を進めるための仕組みとして 2つ書かれています。 



1 つが消費者教育推進地域協議会です。その地域で消費者教育に関わる人たちの集まる

場を設定すること。島根県の場合は消費生活審議会がこの地域協議会を兼ねております。大

学の先生、高等学校・中学校の校長先生、社会教育に携わる公民館の方、といった形でさま

ざまな方にこの消費生活審議会に集まっていただいています。限られた時間ですが消費者教

育についての情報提供・情報交換・意見交換を行っているところです。 

もう 1 つ。消費者教育推進計画です。これは県の条例に基づく行政計画である島根県消費

者基本計画が第 4期から消費者教育推進計画を兼ねています。 

注意すべきは、我々は広域自治体、島根県全体を持つところです。消費者教育は実際に

はそれぞれの地域で具体的に住民の顔を見ながら実施しなければならず、委員御質問の「消

費者教育の推進についてどのようなことをしているか」という御質問に答えるためには、細かい

ところを説明しなければなりません。個々の事業については計画の中で御説明しています。 

推進というポイントだけを説明しますと、県内に消費者教育に関連する学校の先生方の教

育の研究会が小学校から高校まで 5 つあります。こうした研究会や教育委員会と意見交換す

るために、消費者教育推進連絡会議という場を持ち、県内でどのように消費者教育を進めて

いくのか、どのような課題があるかなどの話し合いをしております。 

人材育成については、これは市町村単位でできることではありません。広域自治体が行った

方が効率のよいものであり、消費者教育担当教員研修会など人材育成事業も県で担当してい

ます。 

また、島根大学の教員養成課程とのつながりをこれから深めていくようにということが、先頃

消費者庁、文部科学省等の 4 省庁等が定めた若年消費者教育推進アクションプログラムとい

う、国全体の行動計画の中に盛り込まれています。これを受けて島根大学の教育学部と今後

どのように連携を深めていくかといった話し合いを始めかけています。 

このような我々広域自治体の立場としては消費者教育に携わるいろいろな立場の方と顔を

合わせて意見交換をして、それぞれの力を存分に発揮していただき、島根県内全体と各地域

での消費者教育を推進できる体制構築に取り組んでいます。 

 

会長 

その他の委員の皆さまから、御意見・御質問があればどうぞ。 

 

委員 

いただいた資料 3-3の「県民参加型」というのが非常に大げさな表現に思いました。こういっ

たもので決めてしまってよいのかという気がしました。特にパブリック・コメントですが、松江市の

消費者のコメントも数件のみであり、どのパブリック・コメントであってもほぼ最終段階で確認を

してもらった意味合いが非常に強く、県民に参加してもらうのは、やはり初期段階ではないかと

いったところがあります。仕組みとしては分かるのですが、「県民に参加してもらった計画です」

と言い切るのには、調査とパブリック・コメントではどうなのだろうと感じました。県民参加型とい



うならもっと県民が参加し、誰もが思うようなものがあってもよいのではないかと、文言が気にな

りました。 

もう 1 つ。消費生活審議会による審議の中に「消費者、事業者、有識者、教育関係者等の

意見を反映させる」とありますが、消費生活審議会の外で事業者とお話をすることが大変重要

だと思います。 

消費者関連法規のいくつもの法律に消費者と事業者の格差を鑑みるような文言があり、消

費生活は事業者と消費者の間で起こるものなので、消費者の計画を立てるうえで事業者との

良好な関係や事業者にお願いしたいこと、事業者に考えてほしいことなどいろいろあると思い

ます。 

島根県内に良好な事業者が多くいることが、島根県民の消費者の安全につながるので、そ

のあたりを御検討いただけるとありがたいと思います。 

 

城市 

御意見ありがとうございます。県民の御意見をいただく「県民参加型」の計画策定を目指し

て、また事業者の意見等も聞いてそれを参考にしてほしいという御意見でした。 

県民の皆さまのお考えや事業者との意見交換がどのような形で計画に反映できるかというこ

とを考えてみたいです。貴重な御意見として承ります。 

 

会長 

その他、いかがでしょうか。 

 

委員 

資料 3-3の 3番目、今後の課題についてです。島根県は消費者団体のネットワーク化が遅

れているというお話がありました。6 月のこの審議会では今年度の消費者団体等ネットワーク化

の取り組みとして今年度の何月にこれをして、といったスケジュールを教えていただきました。

秋となり、この間の状況・様子が分かりましたら教えてください。 

 

福賴 

前回の審議会の際、スケジュールをお示ししました。その後の進展です。 

8 月以降あたりで県内 4 か所、松江、大田、益田、隠岐を想定していますが、この 4 か所で

のネットワーク化調査検討報告書の説明会をセッティングしようとしました。 

その途中で西部の豪雨災害が発生し、また地区ごとの状況でなかなか皆さんの日程の都合

がつかないなどあり、8 月に松江地区では説明会を行いました。その他の地区については年

度の後半に延ばしており、これから設定を考えます。それが県内各地での消費者問題研究協

議会への説明です。 

それ以外に消費者団体のネットワーク化を進めるうえでは、それぞれの専門家の方々や団



体の御協力が必ず必要となります。それらの方々とのクローズドの意見交換会もその間継続し

て開催しておりますが、現時点で結論が見えているわけではありません。   

これから集中的に秋冬にかけて調整を行い、なんとかいい形を生み出したいと考えておりま

す。 

 

委員 

今後、期待しています。 

 

福賴 

ありがとうございます。 

 

会長 

その他、いかがでしょうか。 

 

委員 

次回の構想に盛り込んでいただきたいのは奨学金の問題です。まだまだ潜在化している問

題ですが、大学等に進学する 2 人に 1 人は奨学金を利用している状況です。就職はしたが、

そこがブラック企業であるなどで順調に奨学金を返済できない人が非常に増えています。奨

学金問題は今後ますます重要性が増すと思いますので加えていただくとよいかと思います。 

それからアンケートの関係で、2，000 人にアンケートを実施するということで、御提案として

は昨今ウェブ等も利用されて、アンケートを取るという方式であればもっとたくさんのサンプルを

増やせるのではと考えます。 

先ほど言いましたように表に出てこない問題であり、我々も弁護士の方などのお力をいただ

きながら相談会をするのですが、できればアンケート実施の際「奨学金返済で悩んでいません

か」というチラシを配布していただくことはできますか。 

 

城市 

奨学金の問題を次回この消費者基本計画の中で取り上げてほしいという御意見でした。具

体的に計画はこれからということになりますので、すぐに回答というわけにはいきませんが、考

えとしての御提案と承知させていただきました。 

アンケートの手法ですが、本年 11 月にアンケート実施を考えています。すでに委託業者が

その準備をしている段階です。2，000 件のサンプル数ですが一定の数を確保していますので

その信頼性については確保されていると思います。ウェブの活用というお話もありましたが、県

ではウェブ調査も行っておりますので、そちらの活用もこれまでしてきており、今後もするという

ことで御理解をお願いします。 

アンケートに本日お配りした資料を入れることについては、すでに業務を委託しており、その



中で配布内容を新たに変えることは難しいです。 

 

会長 

委員、いかがでしょうか。 

 

委員 

アンケートをお配りいただく時に同封していただければ。アンケートにもいろいろな相談先等

の書類が入れられています。その 1 つとして奨学金に関する周知のチラシをアンケート送付の

際に、我々で数を揃えてまいりますので同封していただくというだけですが。 

 

城市 

これにつきましては、お時間をいただいてもよろしいですか。 

 

委員 

はい。前向きにお願いします。 

 

城市 

おそれいります。 

 

（５）消費者意識基本調査の実施について 

会長 

それでは次の議題に移ります。議事の 5、消費者意識基本調査の実施についてです。 

 

土屋 

消費者意識基本調査実施について御説明します。資料 4です。 

実施目的は、次期基本計画を策定するにあたり、県民からの多様な意見や要望を計画に

反映させるということです。 

実施概要です。調査対象は県内全市町村在住の満 18 歳以上の男女 2,000 人です。前回

は満 20歳以上としておりましたが、成年年齢の引き下げもあり満 18歳以上と変更しました。  

2,000 人という数ですが、県が行っている県政世論調査と同じであり、他の同様な意識調査

についても約 2,000 人を県で行う調査の標準的な数としています。ちなみに前回の回収率は

69.2％で、島根県は他県と比べかなり高い回収率であると聞いています。 

調査期間は平成 30 年 11 月 1 日から 30 日の 1 か月間です。調査方法は郵便による調査

票の配布・回収です。締め切りの 1 週間程度前になったところで、全員の方にお礼と督促を兼

ねた文書を送付する予定です。回答者は特定できないため両方合わせたようなハガキを送る

こととしています。 



項目概要についてです。今回の調査は前回平成 26 年度の調査と、4 年間の比較を行う必

要があります。設問項目は大きく変えないことを前提としております。ただ 4年間での環境の変

化等もありますので、一部表現を見直します。 

(1)調査対象者の情報は、住所、年齢等です。 

(2)消費生活行動についてです。日頃の消費生活に関する意識や行動等を聞き、消費者問

題の現状を把握したいところです。 

(3)消費者トラブルです。消費者トラブルの経験があるかどうかや、一人暮らしの高齢者等の

地域での見守りの必要性などを聞くという設問です。 

(4)消費者教育・啓発です。研修会等の参加状況等を調査するもので、消費者が自ら利益

擁護を実施しているかを把握するものです。年齢別にどのような消費者教育が必要なのか、今

後の消費者教育に反映させたいと考えています。 

(5)消費生活相談体制です。今ある相談窓口を知っているかどうか、利用したことはあるか、

満足度などをお聞きするものです。現在の相談体制に対する県民のニーズを調査します。 

(6)消費者問題への取り組みとして行政に望むことについてです。ここで県民の政策ニーズ

を把握したいと考えています。 

実際の調査票を元に前回からの修正箇所を御説明します。赤字の部分が修正箇所です。 

調査票の 1 ページの問 2、年齢については、対象を 18 歳以上としましたので 18 歳から 19

歳という選択肢を追加しました。 

2ページの問 7は、テレビ(スポット CM)、Facebook、Twitterの選択肢を追加。 

3 ページの問 9 の設問は、先ほどの実績のところで御説明した、県の全体指標にしておりま

すが、毎年県政世論調査で測定しています。この設問の表現を県政世論調査の表現と統一し

た修正です。問 10 の④、金融のところです。カッコ内の例示で、昨今取りざたされている仮想

通貨を追加しています。 

4ページの問 11の 11番の選択肢に「SDGｓ」を追加しました。※印で注釈も付けています。

2015 年に国連で決定されており、事業者に求められる取り組みもありますので、今回追加しま

した。 

5 ページの問 15 の 1 番の選択肢にフリマを追加しました。2 番の選択肢から PHS を削除、

3番の選択肢にプロバイダを追加しました。 

7 ページの問 19 の選択肢に家族や親戚、金融機関の職員を追加しました。前回、その他

の回答の中で、この 2つを挙げる回答が多かったため記載しました。 

8ページの問 20の※6の消費者教育の説明をやや簡易なものに改めました。問 22の 2番

の選択肢にスマホを追加、3 番の選択肢に契約トラブルの防止を追加、6 番の選択肢に最近

話題となっている食品ロスを追加しました。 

9 ページの問 23 と 24 の 2 つは、計画の全体指標の測定に使用しているものであり県政世

論調査で測定しておりますが、説明の表現そして選択肢を県政世論調査と統一しました。 

10ページの問 27の5番の選択肢に高齢者の消費者被害防止対策の充実を追加しました。 



会長 

ありがとうございました。こちらも委員から御意見がありましたので事務局よりお願いします。 

 

中尾 

委員から「この県民へのアンケートについて 2,000 名の調査結果では少ないのではないで

しょうか」という御意見です。 

 

土屋 

県で行われる同様のアンケート調査数を参考にしております。毎年実施している県政世論

調査、人権問題の県民意識調査、男女共同参画の意識調査等では約 2,000名となっており、

これを参考としております。 

 

会長 

委員、いかがですか。 

 

委員 

2,000 名は他の過去の調査実績に比べて適切だということですが、実は私は、松江市の消

費者教育の推進計画を作る時、委員をしておりました。その際市民の意識を調べようということ

でやはりアンケートを実施することになりました。 

それが、2,000 名でした。松江市が 2，000 名であるのに島根県全体においても 2,000 名で

よいのかと思い質問しました。2,000 名というのはアンケートを取る時には十分な数字だと考え

てよいということでしょうか。 

 

土屋 

1つの基準・目安になっているのではないかと思います。 

 

委員 

お考えもあろうかと思いますが、そういうことと理解しました。 

 

会長 

他の委員の皆さまから御意見・御質問等ありましたらどうぞ。 

 

委員 

8 ページの調査はまだあるのですか。4 年前にこの調査をされたということですが、その前と

いうのはなく、前回が初回なのですか。 

 



土屋 

そうです。 

 

委員 

20 歳、19 歳などは社会人にも混ざり、該当するかと思うのですが、私自身もアンケート調査

をするので、自分ならこのようにするということを申し上げたいです。採用されるかどうかは御検

討いただければと思います。 

まず、問 20 と問 21 を逆にします。問 21 は「在学時に、これまで学校で消費者教育に関す

る授業を受けたことがありますか」という問いです。問 20 では「消費者教育・啓発について講

座・授業や研修会などに参加したことはありますか」という問いですが、今回は 2 回目なので、

「この 4年間に」という聞き方をした方がよいのではと思います。 

 

会長 

御意見ということですが、事務局より何かありますか。 

 

土屋 

参考にさせていただきます。検討させてください。 

 

会長 

委員の皆さまは、調査項目等に御意見があれば 10 月 12 日までに事務局へ御連絡をお願

いします。最終的には私と事務局とで決めさせていただきます。御了承いただけますか。 

 

（６）その他 

会長 

次の議事は、その他、外国語消費生活相談窓口の開設についてです。 

 

中尾 

まず会長が言われましたように、外国語消費生活相談窓口の開設について、もう 1 点は警

察本部の生活安全企画課からの資料がありますので簡単に御説明します。 

 

田邊 

最初に外国語消費生活相談窓口の開設について御説明します。資料 5を御覧ください。 

県内で暮らす外国人住民あるいは在住外国人とも言われる方々は非常に人数が増えてい

ます。今月、10月から多言語による消費生活相談窓口を県として開設することとしました。県の

消費者センターの消費生活相談員が、外国人から直接相談を受け、消費者被害の未然防止、

早い段階で解決に結びつけることを目的として設置するものです。 



参考までに、平成 29 年 12 月末現在の島根県内の在住外国人は 7,600 人余でした。対前

年で約 900人の増加です。国別ではブラジル、中国、フィリピンの順に多くなっています。 

今回の窓口開設では公益財団法人しまね国際センターの御協力をいただき、松江市東津

田町にあるしまね国際センターを会場に相談を行います。 

開設日時は今月、10月から来年 3月まで。毎月第 2木曜日の午前 10時から正午までの 2

時間としています。実施方法は主としてスカイプを軸として、来所や電話でも相談を受け付け、

予約は不要です。消費生活相談員が 1名で対応し、しまね国際センター職員などの通訳を介

して相談に応じます。使用言語は在住外国人の人口に照らして、当面は英語、中国語、タガ

ログ語、ポルトガル語とします。 

県ホームページや SNS、市町村のホームページ、ケーブルテレビ等の御協力もいただき県

全域に情報発信しているほか、県内 7 市に配置されている島根県外国人地域サポーター、こ

れは 3名の個人と 4つの団体なのですが、この方々を通じて直接、在住外国人に情報提供を

行っています。 

今年度は 6か月間試行として実施し、その結果を踏まえ、平成 31年度は外国人住民により

利用しやすい方法で継続できればと考えています。4 か国語で作成したチラシを付けておりま

すので御参考までに御覧ください。 

 

吾郷利 

島根県警察本部生活安全企画課の吾郷です。島根県内の特殊詐欺について 8 月末現在

の最新の状況をまとめておりますので御説明します。 

まず県内全体の刑法犯です。刑法に載っているいろいろな犯罪、窃盗、殺人等ありますが、

詐欺も入っています。年々下がっている状態です。ピーク時の平成 15 年から約 3 分の 1 まで

になっています。本年においても 8月末現在で、昨年の同期と比べても下がっています。 

数としては治安がよくなっているような印象を受けますが、その多くは窃盗が 72.6％であり、

自転車を盗まれる、自宅に泥棒が入るといったことが起こっており、県民としてはいまだ治安が

良くなっていると思わない方もたくさんいると思います。他人ごとではない、治安が良くなって

いると一概に喜べないと我々警察もよく認識しております。 

さらに詐欺の被害そのものに遭ってはいないが、迷惑電話やハガキが届いたということをも

ってしても県民は安心だと手放しで喜べない状況ではないかと思います。 

特殊詐欺の状況の御説明をします。本県のピークは平成 27 年でした。認知した件数は氷

山の一角かと思われます。70件、金額にして約 2億 9千万円という被害が発生しています。昨

年、一昨年と減ってきてはいます。しかし本年 8 月に入り、昨年の同期が 25 件に対して 28件

の被害を認知しており、被害金額は 1,000万円近く増えています。 

特徴についてです。65歳以上の高齢者が約半数と認識しています。 

手口として多いのは架空請求 17 件です。還付金等詐欺が 1 件、オレオレ詐欺が 7 件、足

すと 28件になりませんが、その他の詐欺もありますのでそのあたりを書いておりません。 



架空請求で 17 件、約 6,200 万円の被害が出ています。架空請求の多くは、ハガキ、メール

に対して電話してしまうことで被害につながります。還付金等詐欺、オレオレ詐欺については、

自宅の固定電話に電話があり、騙されるということが多いです。高齢者が多いです。ただ架空

請求については、ハガキではそれほどでもありませんが、メールが来ると 20代、30代の若い方

が被害に遭うケースもあります。 

現在、警察は高齢者のみならず若い人にも目に届く、若い人が見ても、自分も被害に遭う

のではないかと思うようなチラシ等で啓発をしています。高齢者を中心とした取り組みを御説明

しましたが、半分は若い人の被害も出ており、特に架空請求の被害が多いことも認識しており

対応を進めています。 

 

会長 

ありがとうございました。御質問・御意見はありますか。 

 

委員 

高齢者がよく被害に遭います。どうしてと思うところです。ニュースなどの注意は馬耳東風の

ように流れていきます。 

私はいつも思います。町内の人がマーブルテレビで言えば、案外耳に残るのではないかと

いうことです。公民館へ何度も言いますが、できません。警察や市から言うのはいいが私たち

が言うのはいけない、と言われるのです。地域のおばさんが、こんな話を聞いてきたよといった

方が耳に残ると思います。 

 

吾郷利 

多くは架空請求のはがきは、「今日中に手続きをしないと法的手段に訴える」とか、電話をし

た時に「逮捕される」とか、不安をあおるという特徴があります。本人にとっては恥ずかしいこと

です。まともに生活していらっしゃる皆さんが何も悪いことをしていないのに、支払いをとか法

的手段だとか裁判所だとか言われると不安に思う方が多いです。多くの被害者の方はそうで

す。 

トークが巧妙で、こう言ったらああ返すというシナリオができています。払う気のないこちら側

が「払わない」「買った覚えはない」と言っても、「こちらにはあなたが買った証拠がある、これを

持って裁判所に訴えればあなたを逮捕できる」といったさまざまな言い方を考えています。犯

人グループも 1 つや 2 つではなく複数あります。その間にトークのやり取りがあり、どんどんで

きてしまっていて、かなり研究を重ねたグループです。 

1 人で対応しようとしても歯が立ちません。まず相談していただくことが肝心です。また、こち

らから相手と接触を持たないことです。ハガキが来たところがスタートではなく、ハガキに書い

てある連絡先に連絡するところがスタートです。家の電話機を留守番電話等にセッティングし

たり、相手に対してこの電話が録音されていると伝える電話機などもあります。自宅にいる高齢



者には、犯人からのアクセスを遮断するということが今現在最も有効です。 

自分は騙されないと思っていてもかかってきた電話にはつい騙されてしまうことがありますの

で、初めからアクセスしない、させないことが有効です。県警としても今それを進めています。 

我々の駐在所員、交番員はいろいろなお話をしています。特殊詐欺の被害防止テキストを

お配りし、参加された方に先生となってもらい家に帰ってまた別の方に話すといったネットワー

クを広げていきたいと思いますが、なかなか聞いた方は別の方に伝える機会もないようです。 

おっしゃったように有線放送等でも警察では、たとえば還付金等詐欺、市役所を騙り電話が

1件ありましたと、1件認知すればその地区には有線放送を流していただくよう各警察署から連

絡しております。しかし「騙されない」という人はいて、その人は無視して切ってしまいます。警

察に教えていただければその地域に流そうと思うのですが、自分は騙されはしないと切って放

っておくパターンがあります。 

警察に些細なことでも教えていただければ対応がすぐとれる面もあります。自分が騙されな

いことはいいことですが、自分のところにかかってきたから他の人にもかかってくるという意識を

持っていただければと思います。 

 

委員 

買い取り業者は、今このお宅のそばに電話をかけさせてもらっていますと言います。私もお

とりになり買い取り業者に来てもらいました。そういった情報を、町内に今こういった電話がかか

ってきているといったことを流していただけるとよいと、私は思います。 

昔婦人会があった頃、講演会でそういった話を聞きました。耳の底に何か残っていると「これ

は」と思うかもしれません。 

私のところに「未納金があるので払え」という連絡が来ています。買い取り業者から電話がか

かっています。「なんでも買い取ります、お金を払います」と言うのです。「では来てください」と

来てもらいました。「テレビを買い取ります」と言い、自分のスマホにそのテレビの機種を打ち込

んで、何をしているのですかと聞いたら「本部へ連絡して、自分たちの商売に引き取ってもよい

のか調べている」と本当かうそかは別として言うのです。すると、「これは問題外だからだめだ」

と言われました。次に私はリサイクルに出そうと思っていたフライパンを 3 つ、金属だからと出し

たら、「これはだめです」と言われました。最後には「金杯はありませんか」ということでしたので、

また同じだと思いました。 

私はいつかテレビのモデルになりました。名刺をもらうためにその業者に来てもらいました。

だからよほど注意していても、今はちょっとしたことで違法になると聞きます。 

 

福賴 

補足いたしましょうか。 

 

委員 



罪になるかどうか紙一重のところです。 

 

福賴 

私は昨日委員から御相談を受けまして、状況が分かっているものですから簡単に補足をし

ます。 

押し売りや訪問販売だけではなく、家に行き物を買い取る訪問購入についても、特定商取

引法という法律で規制がかかっています。特に強力な規制が不招請勧誘の禁止と言い、来て

くださいと言わないのに行って勧誘することを禁止する規定があります。 

今回御相談を受けたのは、ディスプレイとフライパン。これで来てもいいですと言ったところ、

途中から金杯の話になっています。これは特商法違反の可能性があるのではと考えました。見

積書を見ているとサインをさせられているのです。貴金属を含めてこういったものの勧誘を承

諾しますという文書のサインです。ただ、そういったことのサインだという説明はなかったというこ

ともありますので、問題のある業者だとは思いますが、法の網をかいくぐるように訪問購入が島

根県内でも活動していることを認識した次第です。 

 

会長 

よろしいでしょうか。 

全体を通じて、御質問、御意見はありますか。 

以上で審議会を閉会とし、進行を事務局へお返しします。 

 

中尾 

ありがとうございました。 

最後に、配布資料について御説明します。 

委員から本日配布してくださいという 2 種類の資料を預かっています。「奨学金返済で悩ん

でいませんか？」という相談会の資料と「マネートラブルにかつ！」という出前講座の資料をお

預かりしていますので、見ていただきたいと思います。 

それからクリアファイルの中に当室が作成した啓発資料等を入れております。独居高齢者向

けの詐欺被害等防止のための啓発シール、小学 6 年生の保護者向けの「子どもたちも小さな

消費者」という啓発資料、その他 3つのイベント等のお知らせです。 

10 月 13 日の「犯罪のない安全で安心なまちづくり大会」のチラシと「子育て世代のお金事

情」という講座の 10 月 26 日開催のチラシです。それから金融広報委員会から「介護のミ・カ・

タ」という 10月 20日にある講演会のチラシです。見ていただければと思います。 

 以上で審議会は終了です。引き続き苦情処理部会を開催しますので、委員の方はもうしばら

くお残りいただきたいと思います。 

本日はありがとうございました。 


