
 

 

 

 

 

平成３０年度 第１回 米子市消費生活審議会議事録（概要） 

＜平成３０年８月２９日開催＞ 
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米子市消費生活審議会 

 

●開催日時 

 平成３０年８月２９日（水） 午前１０時から午前１１時５０分まで 

 

●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、足立珠希、玉樹智文、堀田晶子 

＜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＞ 

児玉美香子、長谷川智之  

 

・事務局 

池口生活年金課長、生田生活年金課長補佐、小坂消費生活室長、藤田消費生活相談員 

     

●日程（会議経過） 

１ 開 会  

２ 市民生活部長あいさつ  

３ 会長あいさつ 

４ 議 事 

(1)  報告事項 

  ・平成２９年度実施事業について 

  ・平成２９年度消費生活相談の受付状況 

・平成２９年度消費生活相談の概要 

  ・平成３０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 

５ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 



【会議録（発言内容の要旨）】 

 

事務局  

 皆様、おはようございます。本日は大変お忙しい中、ご出席いただきまして誠にありが

とうございます。ただいまから、平成３０年度第１回米子市消費生活審議会を開催いたし

ます。私は米子市生活年金課の池口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。な

お、本年４月に機構改革がございまして、昨年度まで消費生活審議会は市民相談課が担当

しておりましたが、本年から生活年金課が担当することになりました。この場をおかりし

まして、事務局の紹介をさせていただきます。 

〔事務局紹介〕  

本日の審議会では、例年のように消費生活業務に関する事業報告などをさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、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委員の半数以上の出席がなければ会

議を開くことができないことになっております。本日は、委員定数１２名のうち９名の方

がご出席ですので、本会が成立していることを報告させていただきます。それでは次に、

市民生活部長の朝妻がごあいさつをいたします。  

〔市民生活部長あいさつ〕  

 続きまして、本審議会の玉樹会長様よりごあいさつをいただきたいと思います。  

〔会長あいさつ〕  

〔市民生活部長退席〕  

 それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきたいと思います。事前に皆

様方にお配りしております資料は、資料の１、２、３、４と、日程表でございます。資料

の足りない方、お忘れになった方、いらっしゃいませんでしょうか。  

それでは、議事の進行につきましては、会長が議長を務める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。  

議長 

 それでは進めさせていただきます。ご案内の議事、４点、平成２９年度実施事業につい

て、それから、平成２９年度消費生活相談の受付状況について、３つ目が、平成２９年度

消費生活相談の概要、そして最後に、平成３０年度実施予定事業についてということで、

いずれも関連していますので、一括して事務局のほうから説明いただいて、そして一括し

て議論をするということにさせていただきます。それでは、事務局のほうからよろしくお

願いします。  

事務局 

〔資料１から資料４まで説明〕  

議長 

 それでは、今の事務局の説明を受けまして、ご意見等があれば伺いたいと思います。  

委員 

 今、法テラス鳥取との連携という説明がありましたが、新しく昨年から始められたとい

うことですけれども、稼働率がどのくらいかということとか、相談されている方の年齢層

とか、それは別に消費問題に限っているというわけではなくて。  



事務局  

稼働率といいますか、データは取っておりません。昨年度、６月から始めましたが、２

時間で、１人３０分、４名がおおむね埋まっていたのですが、ちょっと今年は３件、３名

の方とか、２名お見えになるとか、月に１回でございますし、法テラスは毎日受けていら

っしゃいますので、月に１回市役所の中で行なっているということですので、少ないこと

もあります。中身につきましては、消費生活とはまた違った分野のご相談事もありますの

で、深く立ち入らない形をとっています。  

委員 

 今の件ですけども、たぶん法テラス鳥取のほうで連絡協議会とかありますよね。そこの

ところの活動報告に、庁内で、月一回の件数がどのくらいのものかというのは出ている可

能性はあるんじゃないですか。  

事務局 

 わからないです、情報としては持っていませんので。機会をとらえて、法テラスの事務

局のほうに問い合わせることは可能かと思います。  

委員 

 細かく相談の内容まで踏み込めば確かに難しいかもしれませんが、件数とか傾向とか、

そういうものは法テラスも持っておられると思いますし、米子市のほうも大体の数は把握

されていたほうがいいんじゃないですか。市役所でやる意味っていうのが、数的にはわか

ることが、逆に言うと、市役所でわざわざ法テラスが法律相談をしなくてもいいじゃない

かと言われたときに、いや、そうじゃないですよと、市役所でやるから消費者問題にかか

わらずいろいろな方が気軽に相談されるし、法テラスにとっても実績になるし、市役所に

とっても市民サービスの実績になると思うんです。そのようなものが示されるように、数

だけでも、持っておられたほうがいいかなというふうに個人的には思います。 

委員 

 法テラスの指定相談場所にしているということだと思いますけれども、弁護士会の法律

相談センターが指定相談場所になったりもしていますが、行政が、市役所を指定相談場所

にして市民サービスを提供しているというようなこと、市役所のほうからもそういうふう

に案内していただいているのかなと思います。 

事務局 

 もちろん、広報等を通じて広報、あるいはホームページ等でお知らせをしていますし、

２年前に、東・中・西部を比べたときに、その相談件数は、都市部は案外少ないというよ

うなことを事務局長がデータで感じていらっしゃって、たまたまある機会にこちらにお見

えになり、それでお話しする中で、我々としても、なかなか弁護士の相談機会というのは

ちょっと敷居が高いってこともあり、市役所のほうで、行政相談ということもやってまし

て、もし場所を提供できて、弁護士がいらっしゃれる場所、そういう機会があるといいか

なというふうに考えたものですから、アプローチしましたら、検討してみましょうという

ような流れになりました。昨年６月から、法テラスとしても、立ち上がって約１０年くら

いの組織になりますが、ＰＲを打ちたい、相談件数も上がったほうがいいというようなこ

とで、お互いがプラスに働くのかな、我々としても弁護士を身近に感じていただきたい、

それを市役所の中でやることで非常に市民の方に対して役に立つところになるのかなとい



う思いもありましたし、それで、月に１回ですけども開催させていただいているところで

ございます。先程朝田委員がおっしゃったように、どの程度、詳しい中身は別として、何

件来ているのかというようなことも当然把握しておくべきだと思いますので、今後またの

機会で皆さん方に報告できるようにしたいと思います。  

議長 

 そのほか、いかがでしょうか。  

委員 

 相談件数がふえているというのは、いろいろな事案がふえているということもあると思

うんですけど、やはり今までの地道な活動というのが、だんだん効果が出ている、相談を

するという、一歩踏み込んだ行為をしていただける方がふえてきているんですかね。その

部分はすごくいいと思います。さっき部長さんがあいさつの中でおっしゃったように、は

がきなんですけれども、私も最近、実は２回目なんですけども、１回目はもう１０年も前

なんですが、そのときはびっくりしてしまって、正直言って。人から架空請求っていう話

は聞いていても、自分で見たのは初めてなんで、何よりも、もう亡くなったんですけども、

うちの母のほうがどうしようっていう感じで、そのときには警察に相談して、刑事さんは、

もうそんなのはいつもあるっておっしゃるので、それはそれで安心したんです。２回目の

ときは、何となく文面が、だいぶ前に来たなというのがありますが、それでも初めて見ら

れた方は、ええってなるんだなっていうのを改めて思いまして。こういう文書が来たらっ

ていう事例のようなものをもし見ていたら、もうちょっと安心だったなというふうに思っ

てますけど、例えば回覧板であるとか、まあ具体的な住所とかは削除して、こんな感じの

文書が来たら電話しないっていうのが、皆さんに回っていればもうちょっと、人から聞い

ていても、あまりにも巧妙に書いてあるので、何か周知する、こんなのだめよというふう

な、目に直接触れるといいかなと思いました。  

事務局 

 ただいまの児玉委員のご意見ですけれども、これが非常に出回ると言いますか、数が出

たころに、市のほうでは行政無線を通じての注意喚起、それからホームページに実際のは

がきの文面を載せさせていただいて周知をいたしました。それから、先程活動報告の中で

も申し上げましたが、ふれあい説明会、このときには、最近は拡大したものを皆さんにお

示しをして注意を促しているところでございます。ただ、ホームページのほうですとなか

なか、普段ご利用にならない方もあろうかと思いますので、どういう方法がいいのか、回

覧とか、あるいは公民館のほうに何かそういうものを置かせていただく、そういうのは、

どういう方法がいいのか考えさせていただきたいと思います。失礼しました。それから、

市報のほうにも実際に、はがきの文書をつけて載せさせていただいたのと、それから庁舎

の入り口の辺に同じような掲示をさせていただいております。  

議長 

 架空請求はがき、実は私の実家のほうに来て、単身赴任でこっちに来ているものですか

ら、家内から変なはがきが来たといって写真で送ってきたんですが、これが、今見たら１

０月５日なんですね。先程の説明では昨年の５月くらいから顕著だと、まだ続いていると

いうことですね。  

事務局 



 昨年の５月くらいから顕著になり始めまして、国民生活センターや消費者庁も報道発表

等で注意喚起を繰り返しております。昨年度、消費者庁から３回、国民生活センターから

も３回、ホームページ上、あるいは報道発表ということがありました。それから警察のほ

うも独自に対策をしておられて、各県、ホームページではこんなはがきですというのを掲

示されておられるところもあります。４７都道府県あるんで、やっておられるところ、あ

るいはホームページまではないというところがあるんですけれども、それでも全く少なく

なりませんで、今年３月に非常にふえて、４月と７月、それからこのたび８月、国を挙げ

て対策をしましょうということで、このはがきに対する対策として、国を挙げてパッケー

ジという形で、各省庁横断的に対応をしましょうということを発表しておりまして、警察

庁、金融庁、消費者庁、法務省、あらゆるところが自分の守備範囲の中ではこういうこと

ができますということをやっておられます。どれがどれくらいの効果があるかというとこ

ろは、相手を摘発していませんので、ちゃんとした数字は把握できないと思いますけれど

も、最近よく、電話をかけたときにつながらなかったっていう声をお聞きするんですね。

これはどうも警察庁のほうが、こちらに相談があってお聞きした電話番号、その電話番号

に向けて警告メッセージをずっと送り続けているんだそうです。そのことによって、その

回線がふさがってしまうのでかけることができなくなって、そのことによって未然防止が

できるというようなことが、結構、効果があるのかなという感じは、相談の中からは受け

ております。そういう形で国を挙げて対策はしておられるということなんですけど、なか

なか浸透していないのが残念なんですけれども。このはがきは同じ名簿を使ってたくさん

のグループが波状攻撃的にやっているようでして、一月の間に３通、４通という方とか、

一度目、二度目は無視していたけれども、何回もそっくりな文書が来るので、いよいよ心

配になったという方もおられるんですけれども、これは繰り返し来るようです。そこは、

同じ名簿をもとに出しているんだなということはうかがわれるんですけれども、なかなか

大元を摘発するところまではいっていないようですが、対策をしておられまして、私たち

もさせていただいているんですけれども、そのような状況です。 

委員 

 先程の、米子署の刑事さんに相談をしたときにおっしゃったのが、とにかく絶対電話を

かけちゃだめよと、かけてかかった瞬間にアウトよと言われたんですね。たぶんあなたが

どこのだれかもわかっちゃうって言われて。そのくらいのことができる組織だと思います

ので、電話はかけないということだなと。 

委員 

 出前講座なんですけども、人数は書いてあるんですけど、年代層は高齢者の人が多いと

思うんですけども、被害に遭った方の年齢層が、４０代とか、そういう人たちのための何

かオーダーが、どのくらいの年代が、５０代がいくらくらいとか、年代層がどのくらい、

高齢者が多いのかなと思ったんですけども。それと、この出前講座は要請したらいくらで

も来ていただけるということですか。  

事務局 

 はい、おっしゃるとおりです。  

委員  

それと、これは地域の何かは、順番とかそういうのはあるんですか。 



事務局 

 確かに高山委員おっしゃいますように、例えば、人権教育の関係とかございますよね、

地域ごとに、スケジュールを組んで。そこまでは行なっていません。究極は、今おっしゃ

るようなことをやっていければいいかなというふうに個人的には思いますが、ただ、やみ

くもに、やってますっていってもなかなか浸透しませんから、現実問題としまして、公民

館、あるいは地域包括等、そういったところが次年度の事業計画を練られるのが年明け早々

になると思いますので、その時期にそういった会に出かけさせていただきまして、例えば

民生委員の会であるとか社会福祉協議会の会であるとか、こういったことをやってますか

らどうぞお声かけくださいと、日程調整しながら出かけますよということを昨年度も行な

いました。それから、自治会関係については、自治連の総会など会長さんが集まられる会

で、そういったところでＰＲをしています。 

委員 

 若いお母さんの層とか、そういう方の集いとか、そういう部分も取り入れていけば、ほ

かの観点でもあるんじゃないかなと。ここに回数とかが書いてあるんですけど、大体年に

２０回くらいですか。  

事務局 

 今のところ、私がちょうど３年目になりますけども、月に最低２回ペースで、諸般の事

情、時期的なこともありますし、最低その程度はこなしていければと。場所によっては、

小さなサロンになれば人数が少ないケースもありますし、また、地域公民館に行きますと

５０名、６０名といったようなケースもありますので。時間にして約１時間くらいで行な

っています。 

委員 

 毎年、出前講座のデータが載ってますけども、年齢層の低い方を対象に何かいい対策が

できたら、若いお母さんたちを対象にするのもいいんじゃないかなと。  

事務局 

 ぜひ、団体の皆さんにお声かけいただけるとありがたいです。  

委員 

 それから、きょうの議題の中で特殊詐欺とか、いろいろ書いてあるのですけれども、こ

の中で特に、ちょっと変わった詐欺っていうのもありますよね。私も最近、携帯に何か、

きょう中に電話をされないと裁判所に、受けることになりますと、そういうメールが届い

たんです。あっと思って。でも、それも応対したらだめなので、応対しなかったんですけ

ども、そういうのが少しずつふえてきてると思うんですけども、この中でも特に去年はこ

ういうものが多かったとか、今年はどうだとか、それと年代層の、年寄りばかりじゃなく

て、若い方のトラブルも多いと思うので、その対策を少し考えてもいいじゃないかなと。 

委員 

 今、高山委員がおっしゃったことに関連するのですが、確かにこの出前講座の実績を見

ると、ご年配の方。いわゆる働き盛り、お子さんやらお持ちの方、どうやってそういう人

に近づいていくか、教育、啓発活動の機会をということなんですけど、米子市の統計デー

タ、私は知らないんですけれども、共働き世帯というのは多いんですか。島根県、結構、

統計データを見ると共働き世帯が多いんですよ。そうなると、そういう方々に啓発活動を



どういうふうに仕向けていくかというときの一つの工夫として、例えばお母さんがどこか

にパートに行っている、アルバイトに行っているという、例えばクリーニング屋で働いて

いる。そのクリーニング屋で、クリーニング屋の業界があるじゃないですか、事業協同組

合なんかね。そういう事業協同組合にお願いして、事業協同組合が主催というか、一緒に

なってするようなところに出前講座に行って、ご都合がいい方は受けていただくと。スー

パーマーケットでレジをやっている方々、お母さん、お父さん、そういう業者の組合やら

業者団体と一緒になってそういう機会を設けて、５人でも６人でも１０人でも受けていた

だければ、すそ野が広がっていく。それで、事業者の側としては、そういう働き盛りの、

お子さんを抱えている人にも、そういう機会があれば、パートの従業員の方、正規従業員

の方も、消費者問題、消費者被害に引っかからないように消費者教育を一緒になってやっ

ていくということで考えれば、事業者の方から見てもプラスになっていくわけですよね。

そのあたり、別に利益が対立するわけじゃなくて、そういう機会を事業者の方も一緒につ

くっていく。そういう場というのは、工夫次第ではあろうかと思うんですよ。商工会議所

なんかでもそうだと思うんです。商工会でもそうですし。そういう場をかりながら、お母

さん、お父さん、働いておられる、時間の取れるような時期、時間帯でやっていくんだと、

工夫されたら、どうですかね。どうしても我々が考えるのは、そういう消費者のグループ

や公民館単位でずっと考えているわけで、そうじゃなくて、事業者の方と一緒にやってい

くんだというもの、そういうのもあっていいんじゃないですか、一つの意見ですけども。  

委員 

 広がったらいいかなと思うんです、階層とか、同じ年代層ではなくって。 

議長 

 ご検討いただきますようにお願いします。その他、いかがでしょうか。 

委員 

 ご家族のために勉強してくださいっていうのは結構つかみになる部分がありまして、警

察の方と一緒にビラ配りに行ったことがあるんですけど、そのとき、特殊詐欺がふえてま

すから気をつけてくださいよと言ってビラを渡しても、皆さん、ふん、みたいなこともあ

るんですけど、ご家族の方々にも気をつけてあげてくださいねと、最近ふえてますよと言

って渡すと、若い方でも結構、ビラ持っていったら読まれて、ああそうなんですかみたい

なお話ができることもありますので。そういう意味では、上から目線で、あなた気をつけ

なさいよでは。あなたがほかの人を守ってあげてくださいと言うと、そういう言われ方を

すると、若い人にも受け入れてもらえるみたいです。  

委員 

 いつも出前講座が、いっぱいあるんですけど、これ、どうなのかなと思って。年代層っ

ていうのが、ある一部の、年配の方だけが聞くのが多かったりしたら、いつもそれを繰り

返すのではなくて、何か、若い層の方を取り入れてするのがいいんじゃないかなと。今の

ネット、去年はこういう問題が多かったから、そういう部分を、若い層にしたらいいかな

と思っています。 

委員 

 平成３０年度の事業計画で、朝田委員が講師になられて、教育指導者向けのセミナーを

されるということで、非常にいいことだと思います。若い方に浸透していく手法としては



非常にいいセミナーだと思いますし、先程言われたように、企業様、従業員、経営者含め

て、それぞれの課題に対してのセミナーとかって、いろいろ切り口を変えて啓発していく

のは非常にいいことだと思います。  

議長 

 私などからすると、一つ気になるのは、成年年齢引下げです。それによって、今までは

未成年だった、そういう年代が消費者被害に巻き込まれてくるんじゃないかと、そういう

危険、危惧が言われていますけれども、それに対してどうするかって考えてくると、対象

は高校生だっていうことになるので、したがって高校だと県。市としてはあまりやること

はないのかなという、そういう気もするんですが、何を言っているかといいますと、平成

２９年度の実施事業の概要の中で、関係各所との連携で教育委員会と書いてあって、とこ

ろが平成３０年度の事業予定というと、教育委員会とのタイアップっていうんですか、そ

れがちょっと見当たらないものですから、その辺どうお考えなのかってことについて聞き

たかったんですね。  

事務局 

 おっしゃいましたように、記載漏れでした。冒頭でもお話ししましたけども、これから

準備を進めていく中で、明らかに今回のメインターゲット、主になる方というのは、青少

年の指導をなさっている小・中・高の先生方で、お声かけをします。その中で今、具体的

に学校現場で悩んでいらっしゃること等アンケートを取り、それを踏まえた上で、委員と

ご相談をしながら、会長もおっしゃったように、成人年齢が引下げになることを踏まえた

お話、場合によってはディスカッションも含めてやれればいいのかなと考えております。  

委員 

 皆さんのお話を伺っている中で、私も、かなり共通している部分があって、少しお話を

させていただけたらと思います。まず、研修会、出前講座について、要請があって実施さ

れて、来られる方は興味があって来られるんですけど、実際、そこに出られない方という

のがおられて、今、人数がありましたけど、昨年が６００名くらいで、でも、若い方もっ

ておっしゃいましたけど、例えば高齢の方でも、そういうところをどうやってとらえてい

くかっていうことになったときに、米子市があって、あと地域でどうやっていくかという

ところを、全部、市の担当がすべてをなかなか、啓発できない部分もあるかと思いますの

で、これは県も同じなんですけれども、地域で体制をつくるっていうところをもう少し支

援していっていただくと、出てこられない方はどうなんだろうかとか、相談、電話をされ

てる方はそういう研修を受けておられるかどうかはわかりませんけれども、悩んでいるか

もしれない。そういうところをもう少し、各地域で、もうちょっと、出てきた方だけでな

く、そこでどうやって進めていくかという部分を少し踏み込んでやっていくと、もう少し

実りがあるのかなというふうに思いました。あとは、先程おっしゃった今年の講演会、教

育現場の方を対象にするご予定ということだったんですけれども、今もおっしゃったよう

に、高等学校は県立ですので、今の成年年齢引下げのこともありまして、県では今、高等

学校すべての、公立、私立に向けて、消費者庁のつくった教材を活用するように今、働き

かけを行っております。それで、高等学校での実施を推進しようとしてるんですけど、や

はり小・中学校は、義務教育のほうは市町村ですので、きょうは小学校、中学校の先生は

お見えでないんですけれども、そこの連携は、それぞれの市町村が教育委員会と連携して



やっていただきたいと思います。そこで、被害に遭わないような、消費生活を、困ってい

る人を、そういう町内の方に教えていただくことと、次世代がこれから社会をつくってい

く中で、持続可能な社会と言われてかなり長いんですけど、この審議会の、こちらの条例、

消費生活条例の中にも、環境への配慮ということが第２章にありまして、ここの部分につ

いては、事業者の方も含めてなんですが、やはり消費生活に絡んでくる部分、今、ＳＤＧ

ｓという言葉が昨年ごろから言われていますが、そのあたりも踏まえたものを取り入れて

いただけたらなというふうに思います。最後になりますけれども、県のほうの消費者教育

の計画を今年度末に改定する予定でして、そのアンケートを、教育現場のほうにご意見を

お聞きしていますので、それをぜひ米子市のほうでも活用していただいて、その声を生か

していただけたらなと思っております。  

委員 

 今、堀田委員がおっしゃったようなことに関連しているんですけど、さっき会長がおっ

しゃった成年年齢引下げのことについてですけれども、２０２２年、結構重要な問題なの

で、学校現場の先生方もそれは認識されてるんじゃないかなと思うんですけど、どうです

か。 

委員 

 この春先はまだ、ちょっとどうかなという感じでしたけど、改正について、５月に出た

ときには、それ以降はぜひっていう、どちらかというと最初はウーンという感じではあっ

たんですが、春先は。やっぱりニュースに出だしてからはぜひ使いたいという。  

委員 

 そうですね、私もそれ、ちょっと感じてまして、個人的に感じているだけの話だけど、

それが出てくれば、どういうふうに具体的に学校の先生方と協議しながらやるか、話に、

展開してくると思うんですね。それで、たしか文部科学省やらほかの関係省庁、当然、消

費者庁もですけれども、成年年齢が１８歳になることに伴って、若者の層にどういう消費

者教育を重点的に強化していくかみたいなので計画を立てているんですよね、たしか。そ

の中に、高等教育機関の大学なんかもちゃんとうまく利用しながらやったらどうですかみ

たいなことを文科省が言ってたと思うんですよ。堀田委員、たしかそういうこと言ってま

すよね。 

委員 

 そうですね、３月にアクションプランというのが出て、そこで、今度７月に、改定で大

学もやりましょうというのが入っています。  

委員 

 そうですよね。だから、高校だけでなくて、本当は小・中・高もなんでしょうけど、と

りあえずは高校と大学で連携し合いながらやるように、市とか県が仲介して何かいろんな

企画を立てるというのもあり得ると思うんですね。その場合、当県においては当然、鳥取

大学がございますし、短大がありますし、米子高専がありますし、今までの実績、おあり

ですよね。 

委員 

 はい。 

委員 



 だから、そういうところで、本当に恒常的に何かやっていけるような仕組みがつくれれ

ばいいですよね。  

委員 

 そうですね。今おっしゃる高等教育機関という点では、もう一つ環境大学があるんです

けど、くらしの経済法律講座というのが、もう１０年以上前から県が主となってやってい

ますので、そういったことを、おっしゃる４校はもう既にやっているという、いろいろな

形で取り組める準備ができているんですけど、やはり今、小・中・高がなかなか、学校現

場にも取り組みができないかなっていう話はしてるんですけど。  

委員 

 率直に言うと、学校現場の先生はいろんなものが、負担が多くて、新聞記事になるくら

い大変だという中で、例えば大学の先生や高専の先生が入り込んでいって、小学校や中学

校や高校に、そういう授業を、正規授業でなくてもしてもらうとか、それもあり得るんじ

ゃないですかね。 

委員 

 そういうことはアクションプランには入ってましたですね、確かに。どのように運用し

ていくかというのはそこで。 

委員 

 いろいろなやり方があろうかと思うんですけど、これでなければいけないというわけじ

ゃなくて、いろんな形で、いろんなふうにやられれば、それにかかわって県が、県だけじ

ゃなくて市のほうも協力してやっていけるような形でやっていけばと思ったりもするんで

すけど。 

事務局 

 ありがとうございます。実は、ちょうど今、高校の話が出たんですけど、それこそセミ

ナーを開催するのに、最初、高校のほうで開いたら面白いかなということで、アプローチ

を２校、米子市内の、米子南高と、それから北高のほうにお声かけをしましたら、公の、

大きなセミナーというのはその学校の先生方のいろいろな都合等、あるいは生徒の都合と

か、なかなか平日、開けない。土日になるといろいろと諸般の事情で難しいかなというこ

とだったんですが、一方で、先程おっしゃった出前的な授業、これに関しましてはむしろ

ノーではなくて、実はもう入れてますといったようなお話を校長先生、教頭先生がなさっ

てまして、タイミングが合えば、ターゲットを絞った生徒、３年生の何々クラスとかいう

のは可能だと、２校ともそういうようなお返事がありまして、セミナーで大掛かりなもの

は難しいけど、そちらだったらタイミングが合えばというようなお話も伺ってますので、

大学の先生のそういった講義とか、きちっとルート立てていけば、これはノーではなくて、

むしろ歓迎される可能性があると思います。そのように私、受け止めました。 

議長 

 私、前も紹介しましたけど、妹が東京町田市の消費生活相談員をやっておりまして、今

の関連で、大学ですね、特に新入生に向けて啓発活動をするということで、町田市の消費

生活相談員なんですけれども、多摩川大学が市内にあるんですかね、そこが受け入れて、

講演をしたという話をしておりましたので、別に大学の先生じゃなくて、相談員さんがお

話をされるということもあるんじゃないかと思うんですけどね。  



委員 

 米子は、専門学校、米子の市内にありますよね。専門学校、何校かありますよね。医学

部があるし、そういう専門学校で学生向けの何か、皆さん方が。  

委員 

 鳥大医学部には県の相談員が、依頼があって出させていただいたりはしています。  

委員 

 そうですか、やっぱり。そうですよね。医学部の学生もちゃんと知っておかないと。た

まには弁護士会のほうの協力も得てやられたら。  

委員 

 弁護士会にも法教育委員会という委員会があって、高校などから出前講座の依頼があっ

たら、消費者教育で行なったり、あるいは選挙権の、治権者教育で行なったりということ

もしておりますけれども。今、学校の話が出て、学校は組織ですので、うまくできれば、

組織が上手にやっていくんですけれども、学校を出た後の、大学とかそういう組織に入っ

てない、高校出て就職される方なんかについて、学校の授業なんかは、ちゃんと聞いてい

るのか、あまりまだ実感を持って聞いてないとかというところもあるのかもしれないです

けれども、二十歳くらいになって、まだ若い人なんかでも、多重債務で来たりする人、い

るんですよね。クレジットカードとかキャッシングのカードでお金借りてしまって、でも

お金借りるじゃないんです、引き出すとかって言うんですね。自分のお金じゃないでしょ

う、それは借りるだって言うんですけど、引き出してって言うんですけれども。だから残

高の認識があまりなくて、キャッシュカードとクレジットカードの区別がついていない、

キャッシングカードとキャッシュカードの区別がついてないんじゃないかっていうような

人もいるんですけれども。１８歳で就職して、今だったら借入れも二十歳から、１８歳は

もうしばらくとかいうことで、二十歳になって借り始めるんですけど、１８歳から借りら

れるようになると、給料をもらい始めて、まだ収入が少なくて、だけど自分で使えるよう

になって、ぱっと使ってしまって、キャッシングに手を出す人がいっぱいいるんじゃない

かっていうふうに心配しているので、何か就職した人向けのパンフレットなんかをつくっ

て、それで商工会議所の会員さんなんかを通じて、新入会員の人とかは最初に配ってくだ

さいとか、そんなふうにしていただけると、給料をもらえるようになって、自分で給料を

管理するときとか注意して、実感を持って読むんじゃないかなっていうふうに思います。 

委員 

 事業所の立場でちょっと申し上げるんですけど、例えば勤務時間中に出前講座をしよう

と思うと、当然、営業している時間帯なので、こちらから言いますと、売り場から人がい

なくなる、２、３人だけ置いといてという状態になるんです。現実言うと、それ以外にも

自分たちの研修っていうのはあるので、なかなか組み込みづらいっていうのが本音です。

保健所の衛生講習があって、やりましょうってやって、手薄になっても構わないから、５

０人集めて、３０分でお願いしますと言って、そこでしてしまった。ある意味強制的にや

らないといけない。逆に言うと、うちからというよりも、やりたいという、ある程度言っ

ていただいたほうが、ちょっと強制的にしか、なかなか現実、少人数で何回もっていうの

は。１日１回２時間受けなさいっていう、現実問題、もし言っていただければ、していき

たいなと思うんですけれども。  



事務局 

 ありがとうございます。  

委員 

 全く話は別かもしれませんけど、今、足立委員がおっしゃったように、高校を出てすぐ

カードをつくるとか、そういうことは家庭では全く話をしないんですか。勝手につくって

使ってしまうっていう、親は全く無関心っていうのが、よく聞くんですよ、カード持って

も。だから私、二十歳がいいとか悪いとかじゃなくて、１８歳で選挙権がもらえたから、

もう一人前になったわというような気持にならないのかな、今の子はと思って、ちょっと

心配なんですよ。選挙権と普段の生活は、私たち、小さなところですけど、公民館なんか

の活動で見ていても、あまりにも昔と違うなと、そう見る人が多いんです、若い方、お母

さんになってても、お父さんになってても。自分たちもああだったかなみたいな話をする

んです。なんでそんなに早く選挙権を持たさないけんの、いろんなこと、もうちょっと家

庭で話さないけんことがあるんじゃないかなと思っていますけどね。私は小さい子がいま

せんが、息子とよく話をするんですよ、いろんなこと。教わることも多いんです、もう時

代遅れだから。母さん、それ時代遅れだよもうって言われることが多々あるけど、時代遅

れでもお母さんはこれで通してきたからねってけんかになるんですけど。そういう親子の

話ってないんですかね。一軒一軒、聞いてみたいような気になることがあるんです。あま

りにも常識がない、親自体が常識がない。  

委員 

 そういう話がちゃんとできている子はしないというのもあるかもしれませんし、実際、

中には親がもう多重債務状態で、子どもが借りれるようだったら子どもに借りてもらうみ

たいな例もあるんですよね。親に言われてクレジットカードつくったけど、親が返してく

れなくなってみたいな、若い子がいます。そういう、名義なんか貸したらだめだよって、

その人が返してくれるって言っても、返してくれなくなったらあなたに責任が来るんだよ

っていうことを、高校なんかで教えていると思いますけれども、実際にカードをつくれる

社会人になったときにも改めて教えたり、あるいはもう自分がだれかに貸してしまってた

りしたら本当に返さなきゃいけないとか、教える機会を、学校を出てしまっているので、

職場を通じて何か、本当は自分で考えなきゃいけないと言っても、若い人は聞きませんよ

ね。 

委員 

 私どもは新入社員研修を２日間、毎年やってます。大体８０名くらいの新入社員の方が

来られますので、そのときに、委員が言われたように、機会をとらえています。  

委員 

 期待してますので。 

委員 

 今、荒木委員がおっしゃったことって、ものすごく大事なことだと、私は思うんですけ

どね。親子の関係というか、親と子の話し合いとか、そういう、昔とちょっと違うのかな、

確かに違ってきているのは間違いないのは私もわかるんですけども、たぶん、同じような

悩みというのはどの家庭でもあるのじゃないかなと。これ、家庭だけじゃなくて職場でも

地域でも、いろんなところで。だから、そういうふうに広がるように、広がるけども、本



当に根本的には人間関係でするんだ、消費者問題っていうのは、実はそこまで奥深い問題

としてある。だから、さっきのお金の使い方、物の使い方、人との付き合い方、そういう

話というのを含めて考えると、やっぱり教育に完結すると思うんですよね。だから、消費

者問題を消費者教育ということで小・中・高、または場合によっては幼稚園や保育園でも

やっていこうと言うんだけど、本当はそういうところに深く根差した教育問題として消費

者問題はあるんだと。ただ、学校の先生方は本当に忙しいんだけど、受験指導もしなけれ

ばならないし、落ちこぼれはつくってはならないし、いろんなものがあるんだけど、本当

にそこに立ち返って、学校の先生と一緒になって、ちゃんとした一人前の人として育てて

いくっていうのが必要なんで、一緒になって、消費者問題もかかわってくるので、話す中

で、消費者教育やら啓発活動、一緒にやりませんかって、こんな話になってくると思うん

ですね。だから、そこのところは根強く、一朝一夕にならないと思いますけど、今まで消

費者教育にかかわって学校現場でやろうとしても、どこの市町村、都道府県もうまくいっ

てませんから。でも、それ、根強くやっていかなきゃと思うんです。それがあってこそ、

先ほど堀田委員がおっしゃった持続可能な社会づくりという、本当に望ましい社会となら

ないかっていうことになりますよね。それを考える主体というか、人、子どもたち、一人

一人育てていく。ちょっと観点が大きくなっていくけども、本当は消費者問題はそういう

ところがあるんじゃないかなというふうに思いますし、そういうことをお感じになって荒

木委員も若い方の、違うって言えば違うんだけど、本当は生身の生きてる人間だから、胸

襟、心を開いて話をすれば、一人、二人、三人と、本当に考えてくるような子どもたち、

若者というのは出てくるじゃないですかね。ここは本当にじっくりと、焦らずに、一朝一

夕じゃなくて。まさにそういう取り組みができる市だと思うんです、米子は。今までの消

費者活動、実績があります。ちゃんと業者の方も、事業者団体の方も来られて、いろんな

意見を。そこはいいんじゃないでしょうかね、と思うんですけど。  

委員 

 今のお話で事業者さん、お考えをということだったので、先ほど言いましたＳＤＧｓ、

米子市は商都として昔からある中で、どのようにうまくとらえていけるのか、教えてもら

えればと思いますけれど。企業者さんが与える消費生活への影響というか、そういったこ

とをお考えになっていれば、米子市さん全体として、消費者がいて、教育現場もやり、で

もやっぱり消費っていうのは、消費者の相手は事業者さんでありますので、サービスを提

供される側についてはどのように、いろいろなそういった、朝田委員がおっしゃった将来

に向けての、何て言うんでしょうか、取り組みというのをとらえておられるかなっていう

のが、必要になってくるのかなと思ったんです。  

委員 

 ある意味、事業者は真逆のところがありますので、私たちは利益もですし、売上げ至上

主義ですので、お買い上げいただくものが高ければ高いほど、正直言っていいですし、自

分たちの今している仕事の中で消費者の方に正しい消費をしていただくっていうところを

どうしたらいいのか、正直言って分からない部分がありますけども、それで生活に困られ

るようなことがもちろんあってはならないんですけれども、真逆なことをしている立場と

すれば、お客様が正しい判断をしていただけることに期待せざるを得ないんです。という

ことは、それよりも生活レベルに合ったお買い物をしていただく判断を消費者の方に持っ



ていただくっていう、協力をするように努めているんですけど、それしかほかに道筋はな

いのかなっていうふうに思っています。そのためでしたら、例えばうちの中で、掲示する

とか、教育するとか、いくらでも協力していきたいと思います。そこにだれか一人でも目

をつけて、えって思う人がいてくれればいいと思います。  

委員 

 米子市は過剰包装の問題から何十年と、事業者団体との関係が続いていますよね。これ

は全国的に見ても、数少ない実践ですよね。そういうことができたということは、出てく

るのは、やり方は一つじゃないし、いろんなやり方があろうかと思うんですね。だからい

ろんなところ、まさに今までの実践の中で、これだったらできるんじゃないかなというの

が見つかったときに、それを皆さんでやれれば、それほど強いものはないですよ。やれな

いもの、やれるものってありますもの。それは仕方ないですよね。だから今、高山委員が

おっしゃったのも、やれるものがあったらやっていきましょうという一つのご意見で、重

要なご意見で、たぶん、皆さん、そういう意味ですよね。  

委員 

 おっしゃるように、思い起こすと、それを始めたときの上司ですけど、本当にお叱りを

いただきながら、罵倒されながら。やっぱり根気よく、お会計のときにご入用ですかとい

う問いかけをし続けるのと一緒で、さっきの消費生活、同じことを繰り返し繰り返しって

いうのと、問いかけをし続けて。  

議長 

 堀田委員の問題提起も、きょうの報告でもそうですけれども、消費者被害というのがや

っぱりどうしても目につくものですから、そちらをどうするかっていう、それがものすご

く問題意識としては強いんですけれども、消費者市民社会の実現ということが今、出て、

賢い消費者をどう育てていくかということがこれから大事になっていくという中で、米子

市としてどういうスタンスで取り組んでいくかということだろうと思うんです。それで、

ＳＤＧｓの問題にしても、要するに賢い消費者を育てて、環境にやさしいものを消費者が

好んで買うようになると、そうすると事業者としても利益が上がると、そうなって初めて

協力関係ということになってくるだろうと思うんですよね。過剰包装の問題が起きたとき

に私はこちらにいませんでしたので、どういう実情があったのか知りませんけども、やは

り、まず最初に消費者のほうから運動があって、そして事業者と対等の立場になって、そ

の段階で初めて事業者と消費者とがともに話し合いながら、より良い社会の実現といいま

すか、それに向かっていくと、そういうことだろうというふうに思うんですけれども。平

成３０年度の事業予定を見ても、そういう、今言った賢い消費者の育成だとか、そういう

視点がちょっとありませんので、十代の消費者被害が出ましたが、啓発活動、そういうと

ころが非常に強いんですけれども、これからはやはりそちらのほうをどう進めていくかと

いうことにそろそろ取り組んでいく必要があるという問題提起だろうと私は思うんですけ

どね。最近、プラスチックのストローの廃止という問題が出て、我々消費者からするとど

うだというのもあるけれども、これが進んでいくと、いまだにプラスチックのストローを

出しているのかと、逆にね、それで批判されるように、そういう事態になっていくんじゃ

ないかというふうに思ってますのでね。そのほか、いかがでしょうか。  

些末な質問ですけれども、消費者被害について、今回の事例でＳＦ商法という、私の経



験として２年くらい前ですかね、あるところでＳＦ商法をやっている現場を見て、いまだ

にこんなことがあるのかという思いがして、たまたまそのあと行きつけの床屋に行ってそ

の話をしたら、いや、実はありますよと、どこどこに業者がありますと、そういう話を聞

いたんで、それでちょっとびっくりしたんですけれども。いろんな消費者被害、悪徳商法

の手口、それはもう手を代え品を代え、繰り返し行われているのが実態だということなん

でしょうかね。今回も、架空請求はがきもそうですよね。１２年くらい前でしたかね。  

事務局 

 １４年前に、一応ピークがありました。  

議長 

 それがまた来ていると。  

事務局 

 催眠商法は、実は全国的にはもう最近は下火になっていて、激減しているんですが、残

念ながら鳥取県内、それから米子市でも、むしろ去年、今年とふえている傾向になってお

ります。ＳＦというのは新製品普及というものの略称だそうなんですけど、一番最初にこ

の手の商法を始めた業者の名前からＳＦ商法というふうについているそうなんですが、本

来は必要のない高額商品を、いろいろな、面白い話をするであるとか、安い、ただの商品

でつるとか、そういったようなやり方で、本来は必要じゃないものを高額な金額で買わせ

て、しかも品を代えて次々に買わせるものですから、なかなか法の網に引っ掛からないと

いうか、今回、特商法が改正になりましたので、次々販売というのも一応そういう網に掛

かるようになっているんですけれども、一つの業者じゃないと、前にどういう高額契約が

あるとか把握していませんから、知らない新たな同じ業界の人から売りつけられる場合は

責任がないよというような言い逃れができてしまったりということができるんですけれど

も、この奥には孤独とか不安があるというふうに言われていまして、お金を持っていても

行くところがないとか、しゃべる友人がいないとか、そういう不安とか孤独に付け込んで

いるという側面があるように思います。  

議長 

 全国的には下火になっているんですね。  

事務局 

 そうなんです。すっかり減っているのに、鳥取県と、たしか新潟だったと思いますけど、

特定の都道府県でだけ多いんですね、パイオネットなどを見ると。それはたぶん、そうい

う商法をやっている会社が、定期的に仮店舗を借りていくんですけれども、うまくいくと、

はまる地域があるんですね。そうすると、そこの地域に非常に腕のいい販売員がいると、

その人がたくさん売る、被害を拡大するということなので。要は、その人はお話が上手で、

聞いているととても楽しくなると。いつもいつも楽しんでばかりだと申しわけないので、

たまにはもうけさせてあげようかなって、必要はないけれども何十万もするものをつい買

ってあげてしまうだとか、同じものを、これは孫に、娘や息子に、全部に買ってあげると

か、そんな形で必要がないものをたくさん買うということがあるんですけれども。残念な

がら米子市内とか、鳥取県内も依然として。  

議長 

 単純な質問でした。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  



そうしますと、一括して議論していますので、単純な質問から提言まで、いろいろ混じ

っておりましたけれども、一つは、高齢者層以外の年代層にどう啓発活動を行なっていく

かということ、それから、成年年齢引き下げの部分に伴って、教育機関等と連携して、教

育の中に消費者教育をどう取り組んでいくかという問題、それからＳＤＧｓの問題等、賢

い消費者をつくっていくという問題、消費者被害の防止だとか救済、さらに視野を広げた

消費者市民社会の実現という、そういう課題にどう市として取り組んでいくかという、そ

れ以外にもあったかもしれませんけれども、私の記憶した範囲内で、大きなところでは以

上だというふうに思ってますけど、よろしいでしょうか。  

それでは、議事については協議が終わりました。日程を見ますとその他という項目がご

ざいますが、委員の中で何か、その他、ございますでしょうか。  

ないようですので、事務局のほうから連絡事項がありましたら。  

事務局 

 先程来お話ししましたセミナーのチラシが刷り上がっておりまして、持ち帰っていただ

きながら、皆様方、お友達とか、ＰＲいただければと思っています。近々ホームページ、

市の広報にも載せますので。今、お手元にお配りしましたけど、重ねて、９月の末に講演

会を開催いたしますので、委員の皆様もですが、お知り合い、事業所さん等でＰＲをいた

だけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。私のほうからは以上でござ

います。 

議長 

 そういたしますと、以上で審議会を終了したいと思います。ありがとうございました。  


