
1 

 

 

 

平成２９年度 第１回 米子市消費生活審議会議事録（概要） 

＜平成２９年９月２８日開催＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米 子 市 

 



2 

 

米子市消費生活審議会 

 

●開催日時 

  平成２９年９月２８日（木）  午前１０時から正午 

 

●開催場所 

 米子市役所本庁舎 ３階 第２応接室 

 

●出席者（敬称略） 

・委 員  （五十音順） 

＜学識経験のある者＞ 

朝田良作、井口恵美子、玉樹智文、堀田晶子、安本仁子 

＜消費者を代表する者＞ 

荒木洋子、高山園子、坪倉富人 

＜事業者を代表する者＞ 

長谷川智之 

 

・事務局 

足賀市民相談課長、生田課長補佐、太田消費生活相談員 

     

●日程（会議経過） 

１ 開 会  

２ 委嘱状交付 

３ 市長あいさつ(代読) 

４ 自己紹介 

５ 会長、副会長選出 

６ 会長、副会長あいさつ 

７ 議 事 

 （１）報告事項 

  ・平成２８年度実施事業について 

  ・平成２８年度消費生活相談の受付状況と概要説明 

  ・平成２９年度実施（予定）事業 

 （２）協議事項 

     報告事項に関する協議・意見交換 

８ 閉 会 
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【会議録（発言内容の要旨）】 

 

事務局  

皆様、おはようございます。 

只今から、消費生活審議会を開催させていただきます。 

  進行につきましては、私、市民相談課の足賀が行いますのでよろしくお願

いいたします。 

  本日の出席状況でございますが、米子市消費生活条例施行規則によりまし

て、委員の半数以上の出席をもって会議を開催することが出来ますが、本日

は、９名のご出席があり、半数以上の出席がありますことをご報告いたしま

す。 

  なお、欠席委員でございますが３名の委員が欠席でございます。 

  それでは、日程にしたがいまして委員の皆様に委嘱状を交付いたします。 

  本日、伊木米子市長、長井市民人権部長が他日程等のため、本会に出席で

きなくなりました。 

私が委嘱状をお渡しすることになりましたのでご了承をお願いします。 

 

（委嘱状交付） 

 

（市長あいさつ）課長代読 

 

（事務局紹介） 

 

（各委員自己紹介） 

  

事務局 

 次の項目に移りたいと思います。 

会長、副会長の選出でございます。 

規則により、会長、副会長は委員の互選により決定することになっておりま

す。 

皆様にお諮りいたしますが、どなたか立候補されます方は、いらっしゃいま

すでしょうか。どなたかご推薦はございませんでしょうか。 

 

委員 

  僭越ながら、会長の選出について、ご提案したいと思います。 

当審議会におきましては、これからたくさん取り組んでいかなくてはならな
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い課題などがあり、継続的に取り組んでいくことが大切だと思って      

います。 

継続性という観点から、玉樹さんに会長をお願いできればと思っています。 

玉樹さんを会長に推薦申し上げたいと思います。 

（委員一同賛成） 

 

事務局 

  只今、会長には玉樹先生をご推薦いただいたということで、次に副会長に 

つきましては、いかがでしょうか。 

 

委員 

 安本さんにお願いしたいのですが。 

 

事務局 

  皆様いかがでしょうか、ご異議はございませんか。 

（委員一同賛成） 

  そういたしますと皆様ご異議がないようでございますので、会長に玉樹委

員、副会長に安本委員にお願いしたいと思いますが、両委員ご承諾いただけ

ますでしょうか。 

 

両委員 ご承諾いたします。 

 

（会長あいさつ） 

  引き続き玉樹、安本さんで会長、副会長を務めさせていただきます。 

昨年度に引き続きよろしくお願いします。 

 

（副会長あいさつ） 

  この審議会が消費者行政、消費者教育の牽引役になっていくことを切に望

んでおります。よろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 （配布資料の確認） 

以降の議事の進行は、会長が議長ということで議事進行を行うこととなって

おりますので、玉樹会長よろしくお願いいたします。 
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議長 

  それでは、議事に入らせていただきます。 

議事には報告事項として３点ございますが、報告を一括して受けてから議論

したいと思います。それでは事務局から報告をお願いします。 

 

事務局 

  報告事項について資料を基に説明 

  平成２８年度実施事業について（資料１） 

  平成２８年度相談受付状況と概要説明（資料２，３） 

  平成２９年度実施予定事業について（資料４） 

 

議長 

  それでは、只今、説明がありました報告事項に対して、ご意見、ご質問等 

 はございませんか。 

  平成２８年度、平成２７年度の実施事業の違いや平成２９年度実施予定事

業の重点事業などについて、補足説明をしてください。 

 

事務局 

  極端に変わりはございませんが、継続して行っていく地道な活動を念頭に

おいています。 

また、昨年ご意見もありましたが、高齢者等に力を注いだ出前講座がござい

ますし、消費者教育の根幹にある小中学生に対して具体的に踏み込んだ消費者

教育が出来なかったことは、反省点であり、今後力を入れていく必要があると

考えております。 

ただ、我々だけではできることが限られており、消費者庁と文部科学省が連

携され、計画を出されておりますので、そのあたりを踏まえ、消費者教育を推

進するため、今後、学校現場から出前講座などのリクエストがある可能性があ

りますので、勉強をしていく必要があると考えております。 

身近なところで鳥取県消費生活センターや警察等と連携し、行っていく必要

があると強く思っております。 

 

事務局 

  補足でございますが、中学三年生の卒業時に冊子を配布しておりますが、 

以前、小学校へ消費者団体と連携して出前講座を実施したという実績はござい

ますが、なかなかそれ以後の成果は表れていない状況でございます。 

  現場の声をお聞きしますとなかなか時間がとれないといった声をお聞きし
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ています。 

学校側も消費者教育の必要性は十分に分かっておられます。 

ただ、学習指導要領に縛られておられるのだろうと推察します。 

この夏に消費者基本計画が国から送付され、拝見しましたところ、消費者教 

育を推進していくということが明確に表れてきていると思います。 

学校における消費者教育の推進ということを文部科学省が、平成２８年度に

学習指導要領について小、中学校を改訂され、高校については、平成２９年度

に改訂する予定とのことです。 

実施については、小学校は平成３２年度、中学校は、平成３３年度から全面

実施予定であるということが学習指導要領に明確に示され、学校側としてもそ

のカリキュラムに副って、児童、生徒に対しての消費者教育が行われるとのこ

とで、我々といたしまして、児童、生徒さん向けの消費者教育が出来ないもの

かと思考する中で、国民生活センターの講座の中に消費者教育をテーマにした

ものがあり、平成３２年度に向けて、消費生活相談員を講座に派遣しスキルを

身につけることで学校現場から要請があった場合に派遣し対応できるように

したいと考えています。 

 

議長 

  この審議会は、高齢者に対する対策と学校教育に関するものと大きく２つ

の柱として議論されてきたものですが、学校教育で動きがあるということで

すね。 

 

委員 

  今お聞きした消費者教育の件ですが学校現場での取り組み（消費者教育）

が、学習指導要領が変わるから入るということは既にご存知かと思いますが、

例えば、県消費生活センターや米子市消費生活相談室の相談員が出前講座を

行うこともあると思いますが、学校では、○○教育などたくさん入ってきて、

とても時間がとれないというのが現状ではないかと思います。 

その中で、学校では既に社会科であったり、家庭科であったり、総合学習の

時間で消費に関する教育は行っているところにどうやって私たちが行かせて

いただくのかというのが課題であると思っております。 

鳥取県では、平成２８年３月に消費者教育基本計画を策定しまして、小、中、

高校への消費者教育を重要項目３つの中の２つ目に上げております。 

昨年度は、小学校の先生方向けの教材を独自に開発しておりまして、今年度

４月から県内の関係者、教育委員会、校長会、教頭会、家庭科部会などでＰＲ

をしております。 
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あとは、どうやって現場で取り入れていただけるかということだけだと思っ

ておりまして、そこで米子市さんも教育委員会さんとどんなふうに連携してい

けるのかということを探っていただくことが出来ればと思います。 

 

委員 

  学校ではあらゆることがどんどん入ってきておりまして、来年度からは道

徳実施、英語も３２年度からは全面実施と時間数は増えますがどこでその時

間を作るのか、実際問題、子供達がさらされている現状で大変厳しいものが

消費者問題の中にもありまして、子供達を守るという観点から教員は、誰も

が消費者教育をしていかなくてはと思っているところです。 

どのような方法が良いのか、子供たちや学校現場にとって混乱なく行ってい

けるのかというところを探っていかなくてはならないと思っていますし、家庭

科や社会科で頭の中だけの問題というよりは、実際起こっていることが、身近

なこととして感じられるよう取り組んでいく必要性や問題に巻き込まれたと

きにどう対処していいのかわからないという現状を踏まえ、実質的なことに、

どう取り込んでいくか、相談をしながら進めていきたいと思っています。 

 

委員 

  消費者教育にかかる小・中・高校については、長年の課題でして、現場と

のすり合わせがなかなかうまく行ってない状況が続いています。 

以前、教育委員会にお邪魔し話を伺ったときと現在と状況はあまり変わって

いないように思います。 

ただ、必要性は感じておられることはよくわかります。 

そこで一つお聞きしたいのですが、各市町村で設置されているところは少な

いようですが、教育委員会と消費者担当部局との恒常的な連絡協議会のような

ものを作ると先生方の負担が増えると思いますが、そういった動きがあるのか

どうか、出来ないものでしょうか。 

我々は、この審議会でお話は聞いていますが、短時間でもいいですから具体

的な話が恒常的にできる場があればいいと思うのですが。 

学校現場になかなか入り込めないようであれば、学習指導要領が改訂される

その枠にともなって、何かを止めなければならないかといった問題もあるので

しょうが、実質、小中高校生の子供たちにどういった消費者教育を行っていく

のかもうちょっと拡げて考えてもいいのかなと思ったりもします。 

実質、少しずつやっていけないものか。 

例えば、鳥取県消費者協会の活動に子供たちが日常行けるような場を作って、

会の皆さんとワイワイガヤガヤと学校内の正規のカリキュラムとか授業では
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ない課外活動でもないところで何かやれることがあるのではないか。 

どのようにしたら少しずつでも子供たちに消費者教育を行っていけるのか、

その仕組みを考えることも重要ではないかと。 

例えば、私が、子供たちが遊んでいる場があればそこに行ってお金の使い方

などを教えて上あげるようなことを行っていく。 

そういったことが学校現場で正規の科目になるかもしれないし、そういう思

いを消費者行政担当部局、学校の先生、教育委員会、県消費生活センターで揉

んで話をするような場を作っていただき、その場に県消費者協会やコミニュテ

ィネット山陰などの消費者団体にかかわっていただくのも良いのではないか

と思います。 

 

委員 

  非常にいいお話だと思います。全県で動くというのはフットワークが重く、

動きにくいのですが、以前、啓発のため高校に行きたくて、県教委担当課に

関係者を集めてもらおうと思ったのですが、なかなか厳しく、例えば、先ほ

どお話がありましたが、米子市教育委員会にお願いして、米子市内のメンバ

ーで、もちろん私どもも入れていただいて、鳥取県のモデルとなるような教

育関係者との協議会を行っていただくと先駆的な良い事例になると思います

ので是非お願いしたいと思います。 

 

委員 

  公民館ではいろいろな会が催されます。 

諸々の会に出て来られる方は、詐欺被害などに遭われない方が多く、会に出

てこられない方が詐欺被害に遭っておられるケースがあり、同じ人が何度も被

害に遭っていることを聞いております。 

悪質業者は、個人情報をよく調べているようです。 

授業として入れることも大事ですが、今日から消費者教育ですよといっても

子供たちは中々入っていけないと思います。 

子供達は、ゲーム感覚に長けていて遊びの中であれば入りやすいのではない

かと思いますし、授業というと構えられて入りにくいと思います。 

一方、お年寄りの中には勉強しなくてもいいと思っておられる方がおられ、

そのあたりの舵取りが難しいのです。 

 

委員 

  子供会というのがもっと盛んであれば活用できるのでしょうが、少子化で

子供が少なくまとまりがありません。 
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私の地元は１０区あるのですが、１区に１人２区に１人、入学式は、一学年

７人しかいなくて寂しかったです。 

そういった現状のところと一学年が１００人単位でいる地域とでは、違う問

題点がたくさんあります。 

 

委員 

 学校現場のことですが、私たちの団体メンバーの中に元学校の先生がおり、

その人を通じて教育委員会等にアプローチをかけたことがありますが、教育委

員会では取り上げにくい話題であり、時間がとれないということで、家庭科部

会に所属されている先生にも何名か集まっていただいて、状況の聞き取りをし

たこともありますが、現実、例えば社会科の中で消費者問題は年間２時間ぐら

いしかないとのことでした。 

過去に何件か学校に伺ったことがあるのですが、消費者教育がなかなか広が

らないといった状況です。 

その中で、良かった事例として、境高校の生徒会役員に集まってもらい、学

校の状況を聞き取り、消費者被害の事例等をお話しし、生徒さんに広く伝えて

もらうようお願しました。 

例えば、学校のクラブ活動の中に消費者クラブなどを作り学校の中で意識が

高まればいいと思います。 

いきなり教科の中で取り扱うのは、厳しいかと思います。 

今一番の課題は、子供達が消費者被害に遭わないために教えていかないとい

けないこと。 

ただ、消費者教育は広く、先生からも厳しいとの声があり、やはり教科以外

のところで出来たらと思います。 

 

議長 

  １９８５年頃に学会の研究会の中で消費者問題について政府刊行物を取り

寄せて勉強したのですが、その時、「学校における消費者教育の新たな推進に

向けてという報告書」経済企画庁国民生活局消費者行政第１課編集のものを

見つけました。その中で、契約とはいったい何なのかを国民は分かっていな

いということ。契約は、口約束でも成立するし、契約をしたら守らなくては

ならない。その基本が分かっていない。 

その教育をすることが大事だということを強調されていた。 

現在では、学校現場も進んできており、常識として理解できるようになって

きていると思うのですが、以前、消費者教育について学生にどこで習ったのか

と問いかけたところ、家庭科の時間が最も多かった。 
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現在、消費者市民社会の形成と言われている中で、消費者市民社会のメンバ

ーとして育っていく子供達に対してどういう教育をしていくのか。 

かなり高いレベルで課題が求められている気がします。 

 

委員 

  米子市内の事業者、会社やお店が減っていく中で、それに対応するために、

創業塾という大人、大学生向けの創業支援のゼミ（塾）を十数年行っている

のですが、そこに参加される方も多少減少しつつあり、これではいかんなと

いうことで、昨年、小中高校生を対象に創業支援セミナー（チャレンジセミ

ナー）を初めて行いました。 

小さいころは、ケーキ屋さんになりたいとか何々屋さんになりたいといった 

子供さんがたくさんおられたのに、年を取るにつれて、そういったマインドは

冷めていって、サラリーマンになりたいといったリアルな世界になってしまっ

ています。 

若いころにもっておられたマインドを持って勉強していただき、そして開業 

していただく。 

新たなビジネス（シリコンバレーのような）を考えていただくために、教育 

現場で行っていただくのは、無理があると思いますし、我々のような商工団体

あるいは、信用保証協会、日本政策金融公庫などの支援機関が連携して行った

という事例がありますので、教育現場ではないところでモデルケースを作った

方が良い結果につながると思います。 

 

委員 

  例えば、がいな祭りなどで子供たちの企画でスポンサーについてもらい、 

小中高校生で何屋さんかさせてみても面白いかもしれませんね。 

 

委員 

  子供たちは、頭が柔らかく、チャレンジセミナーは、グループで会社を作

って会社の名前から決めていき、広報部長、経理部長など役割をつけ、それ

ぞれがグループサイドで雑貨を組みあわせて商品を作り、各グループにいく

らで売るのか、利益をいくら出すのかを行ういわゆるビジネスゲームですが、

発想が違うので、そういった機会を数多く設けて若いころから接するという

のは非常に大事だと思います。 
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委員 

子供たちは、大変喜んだと思います。 

 

委員 

小学生の参加が多かったです。 

 

委員 

  夢もすごくありますね。 

 

委員 

  発想力に大人が大変驚いていましたし、その発想力を大切にしたいと強く

思いました。今年も行う予定です。 

 

委員 

  学校現場で何とかというと固くなってしまい、ある意味がんじがらめのと

ころがありまして、そういった機会があれば、是非参加させてあげたいと思

いますし、子供達が随分成長していくと思います。 

全体で何かを動かそうとすると重くなったりしますが、実際問題としては、

子供達が被害者になっていくということが、小さい子供でもわからないし、こ

れだけＳＮＳが発達している中で、何とかしていかないといけないという危機

感があるのも事実です。 

そこで、いつ、どこで、どのようにということで学校現場でも悩んでいます。

どのようにフットワークを軽くして行っていくのかというところをこれか

ら考えていかないといけないと思います。 

 

事務局 

  小中学生対象の消費者セミナーといった格好で、我々内部で検討する中で、

例えば、夏休みに地区の子供会を対象に出前講座を実施すれば教育現場は 

関係なく夏休み中の子供さんは集まっていただけるのではないかと話はして

いましたが、子供会は人数が少ないとお聞きしまして、それもなかなか厳しい

のではないかと、また、創業支援セミナーを定員何名ということで各学校から

参加者を募っていただいて、消費者被害に遭わないための講座をすれば子供さ

んが来られるのではないか、実現できれば良いと思います。 

そのあたりも含めて内部検討をしていきたいと思います。 
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委員 

  ホープタウンでは、「キッズお仕事タウン」というイベントを年２回開催し

ています。 

薬屋さんの仕事をしたい人とかケーキ屋さんお仕事をしたい人などの募集

をかけますと１２０から１３０名、多い時で１７０名くらいの申し込みがあり

ます。 

その子供さんを３歳児から小学生までで、参加費５００円いただきまして、

２時間ほどいろんな仕事の現場に行ってもらい、店員さんであったり、作る

人であったりしてもらうのですが、５００円は、今日の日当（手当）でその

中に５０円の商品券があって、それは、税金で納めてくださいと言って、受

付の隣に仮想税務署を設置しておきますとみんな関心を持って税金て何？

というところから入ってくるのです。 

そういったところを踏まえて、消費の仕組みを学んでいただいたら良いか

なと思っています。 

 

委員 

  租税教室は、税務署の方に来ていただいて学校で行っているのですが。 

 

委員 

  確かに税金に特化していますよね。 

一連の流れが出来たらいいのですが。 

 

委員 

  子供さんに税金て何？と聞かれるとお父さんお母さんが一生懸命働いても

らわれたお金の中から税金といって、国や自治体にいくらか納めていって、

その結果、学校や道路などいろんなものが出来ていることを話すのですが、

結構納得してくれます。 

今後、税務職員さんに来ていただいて協力してもらうような企画を考えてい

ます。 

それの消費生活バージョンを作っていければいいなと考えています。 

市のビデオを借りて上映すると皆さん納得しておられ、直接お話しされるの

もいいですが、上映時間が２０分くらいですのでどんどん教科に取り入れても

らえれば、例えば子供のＳＮＳ被害に遭わないためとか、学校現場で取り入れ

られたらと思います。 

我々が話をしても子供たちは、なかなか聞いてくれません。 

ビデオを上映すると注目してくれます。過去に３０分の講座でそのうち２０
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分はビデオ上映で、残り１０分をお話といったパターンで何回か行いました。 

 

議長 

  ほかにいかがでしょうか。 

 

委員 

  高齢者の被害というのは、金額が大きいですし、被害に遭った高齢者は、

立ち直るのが非常にむずかしいです。 

トータルで考えると高齢者の被害は、社会的な損失が大きいと思います。 

次の社会を作っていくのは、子供達です。 

いかに子供たちが健全な知識、行動パターンを身に着けてくれるのか、子供達

にどう消費者教育を行っていくのか、消費者教育という言葉を使いますと環境

教育などいろいろな分野あります。 

消費者教育というのは、人間がいかに生きるかです。 

善良な人間を作るのが消費者教育だと思うのです。 

消費者教育を受けた子は、間違ってもだます側にはならないだろうといった

ロマンをもって現場に臨みたい。 

厳密にいえば、家庭教育がベースにあると思うのです。 

皆様がおっしゃった具体例ですが、その場面、場面で大事なことですから、

それらをトータル的にコーディネートして、消費者行政が、いかにサービス提

供をしていくかになるかと思うのですが、その場合には、消費者協会を利用し

ていただければ、少数精鋭で活動しておりますので、大体のことには対応でき

ると思います。 

 

委員 

 いろんなところの関係者が集まって、お話しなり取り組みができると思いま

すので、是非ともコーディネートを米子市さんにお願いしたいと思いますし、

米子市で、消費者安全確保地域協議会を以前立ち上げられるというお話があっ

たと聞いていますが、そのあたりは今どういう状況ですか。 

今は、若い方のお話だったのですが、特殊詐欺被害も高齢者ばかりではなく、 

広い年齢層に広がっていますので、そういったときに地域で守っていかなけれ

ばならないといった観点から、お聞きしても良いでしょうか。 

 

事務局 

  消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会は、いわゆる見守りネッ

トワークのことだと思いますが、人口５万人以上の自治体が努力義務を課せ
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られていることは、認識しております。 

高齢者や障がい者、認知症などによって判断力が不十分な方の消費者被害を

防ぐ目的で見守りネットワークの設置を国から促されている状況でございま

す。 

見守りリストというものは、消費者行政では持っていませんが、福祉部門が

災害時要援護者リストを持っておりまして、このリストと重なる部分もありま

すので、これを活用できればと思っています。 

実際には各地域に民生委員、自治会、包括支援センター、社会福祉協議会な

ど関係機関、団体等があります。 

その組織と連携し高齢者を見守っていくというシステムの構築が出来ない

と実効性が上がってこないと思います。 

組織ありきということではなくて、組織を機能させるようなネットワークを

構築することが一番先であると考えており、実際のところ、具体的に連携を図

れるように模索しているところです。 

今後、どういったことが出来るのかということは、市にもいろんな担当部署

がありますので、連携を取りながら、活動に結び付けていく必要があると考え

ております。 

 

委員 

  以前、県消費生活センターの相談員さんからお話を聞く機会がありまして、

日南町役場とタイアップして地域で塾をしておられるようですが、その時に

各自治会などを訪問してお話をしておられるようです。 

また、訪問販売お断りの、のぼり旗を立てていたら非常に効果があったとい

うことでした。 

一番かかわらなければならない地域住民に常に危機があることを教えてあ

げることで、他人事と思っている人でも、のぼり旗があることでそこに気づき

が生まれ、何かあれば、役場に連絡されることがあったと聞きました。 

  普通の人が期待されているのは、どんな詐欺で何件いくらだまされたとい

うことではなくて、隣のおじさんが、近所からこんな電話がかかってきて、

これでだまされたんだといったリアルなことを求めておられます。 

学校の生徒さんもそうだと思いますが、どうやって事例として伝え、注意喚

起していくことが一番効果的であろうかと思います。 

資料に悪質な訪問業者お断りのステッカーを配布されたそうですが、 

米子警察署からいただいて、会員に配ったところ２名の会員の近所の人から

「このステッカーは、どこに行ったらもらえるの」？と問い合わせがあり、米

子市消費生活相談室でもらえますと話しました。 
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近所の人からの問い合わせはどうしたらよいですか。 

 

事務局 

 ２年前に警察と連携しまして、作成しました。１回目は、市内でも人口の多

い住吉校区の自治会長、民生委員さんが注目され、広範囲に配布していただき

ました。 

現在、多少のストックがございますので、ご希望があれば、５０枚程度はお

渡しすることが出来ます。 

ただし、予算のこともありますが、必要に応じて、作成し対応したいと考え

ています。 

 

委員 

  健康食品のことですが、資料の中で相談件数が多く見受けられますが、市

の方で何か気を付けてもらうようなことはありますか。 

私の友人にも業者から送り付けられて困っているケースもあります。 

 

相談員 

  健康食品について、被害の実態としましては、定期購入ということを消費

者が理解しておられない。 

自分は定期購入のつもりではないと思っておられるところからトラブルに

なっています。 

申し込みをされるのがインターネットや電話で問い合わせをして申し込ま

れます。 

 

委員 

 それは、後で解決できますか。 

相談員 

  消費者自らが定期購入ということを認識していない場合は、この契約は無

効であると主張できます。 

 

委員 

  主婦は、所詮素人です。プロが売ることに対して一定の力をもって納得し

て購入しなければならないわけですから、プロの知識に限りなく近いほど底

上げをしてもらわなければ、消費者はいつまでたっても格差の下の方にいる。 

そこを消費者行政の啓発の分野と理解してもらいたいのですが。 

世の中が、情報化、高度化すればするほど消費者との格差が広がっていきます。 
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お金を持っている６５歳以上の老人はたくさんいますので、そこも頭におい 

て啓発をしていただきたいと思います。 

資料の事例を読みましたが、この中で消費者が理解しておかなければならな 

いポイントがいくつかあると思いました。 

啓発に行かれる際の説明で、全体の件数などは、相手の受け止め方にもよ 

りますが、心に残るのは事案です。 

いかに事案のポイントを伝えるか、例えば、健康食品であるときのポイン 

ト、健康器具であるときのポイントそれぞれポイントは同じだと思います。 

そこのところを啓発していただきたいと思います。 

 

議長 

  消費者相談に話題が行きましたが、資料の中で基本的には傾向は変わって

いないということですね。 

私の妹が東京都町田市で消費生活相談員をしています。 

先日、聞いた話で、原野商法の二次被害が増えてきているということです。 

都会特有と言いますか、米子とは事情が違いますが、バブルのころに北海道

の二束三文の土地を高く売りつけ、そこはとんでもない土地で、その被害者に

対して、何とか解決しましょうと持ち掛けるなどの二次被害がちょっと前にあ

りましたが、それが最近増えてきていると聞いたものですから情報提供します。 

 

相談員 

  米子でもその被害はあります。 

「大山の原野を購入されたようですが、土地の整備や売るための宣伝をするな

どと連絡があったが大丈夫だろうか。」といった問い合わせが来たことはあり

ました。 

 

議長 

 他に何かありますでしょうか。 

基本は、継続は力なりと今までやっていることを地道に継続して行っていくこ

とと学校教育との連携の仕方について多くの意見が出されました。 

平成２９年度実施予定事業ということで、法テラス鳥取との連携というのが

新しい取り組みですね。 

 

 

事務局 

  法テラス鳥取の移動法律相談事務所を市役所内に置くということです。 
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法テラスは、組織が出来て１０年になりますが、ＰＲが足りていない状況

であることもあり、月に１度２時間、市役所の会議室を提供し、市民の方や

米子市在勤の方にご利用いただきますし、消費生活相談室への相談者もそち

らを紹介することもあります。 

法テラスは、普段も受付をされていますが、市役所の会議室で行うことに

意義があると思います。 

法テラス鳥取にとっても我々にとっても双方メリットがあるものと考え

ております。 

今年度は、試行的に行っていますが、来年度以降については、今年度の状

況を踏まえ、継続して行っていく方向で調整を行っています。 

 

委員 

  資料の２３ページですが、消費生活相談員４名は、常駐ですか。 

 

事務局 

  常勤の非常勤職員で、月曜から金曜までが勤務です。 

 

委員 

  毎日４名ですか。 

 

事務局 

  勤務時間のローテションがありますので毎日ではありません。 

 

委員 

  勤務時間の範囲で相談室に４名常駐というわけではないですね。 

 

事務局 

  ４名雇用していますが、曜日によっては３名になることもあります。 

 

議長 

  終了予定時間がほぼ来ました。 

  長時間ご協力いただき、ありがとうございました。 

それでは、第１回米子市消費生活審議会を終了いたします。 

 


