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第６次第１回 国分寺市消費生活審議会 
 

令和３年７月７日（水） 

午後２時から 

国分寺市役所第３委員会室 

 

 

議 題  

正副会長の選任について 

諮問事項について 

        

 

配布資料 

資料６－１－１ 第６次 国分寺市消費生活審議会委員名簿 

資料６－１－２ 国分寺市消費生活条例（逐条解説） 

資料６－１－３ 国分寺市消費生活条例施行規則 

資料６－１－４ 国分寺市の消費者行政（令和２年度） 

資料６－１－５ 令和３年度の消費者施策について 

資料６－１－６ 国分寺市消費者見守りネットワーク協議会（概要） 

資料６－１－７ 第１回国分寺市消費者見守りネットワーク協議会 

諮問第１号   諮問事項について（※当日配布） 

 参考１     国分寺市内及び近隣の高等教育施設一覧 

 参考２     包括連携協定締結団体一覧（令和３年４月） 

 参考３     市立小中学校での消費者教育講座実施実績一覧（H29年度以

降） 
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事務局：  

本日は，忙しい中，ご出席いただきありがとうございます。また，この度は 

委員就任をお引き受けくださり，ありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染対策として，委嘱状は机上配布して交付させてい 

ただきます。ご了承ください。 

 それでは，市長より挨拶申し上げます。 

 

市長： 

この度は，国分寺市消費生活審議会の委員をお引き受けいただきありがとう

ございます。委嘱状は机上配布としましたが，私より委員の皆様のお名前をご

紹介させていただきます。 

（名簿順に紹介） 

本審議会では，前回の第５次審議会において，高齢者の消費者被害の防止・

救済のために「消費者安全確保地域協議会」の設置に向けた具体的な制度設計

についてご審議いただき，その答申を踏まえ，今年度より協議会を設置するこ

ととしています。 

今後は，この協議会を活用し地域の関係団体と連携して見守り体制を構築す

ることにより，トラブルを早期に発見し消費生活相談室へ適切に結びつけるこ

とで，消費者被害の発生・拡大を防止してまいります。また，御承知のとおり

民法改正に伴い令和４年４月から成年年齢が引き下げられ，新たに成年となる

18歳及び19歳の方には未成年取消権が適用されなくなるため，今回の第６次審

議会におきましては，特に成年年齢引き下げを見据えた「若年者の消費者被害

を防止するための消費者教育の在り方について」委員の皆様の活発なご審議を

いただきたいと存じます。 

結びに，引き続き国分寺市の消費者行政にご理解・ご協力を賜りますことを

お願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。 

 

事務局： 

それでは，これより，第６次国分寺市消費生活審議会を開会いたします。会

長が選任されるまでの間，事務局が進行をつとめさせていただきますので， 

よろしくお願いいたします。 

本日は，６名の委員，全員が出席されておりますので，国分寺市消費生活条

例第30条第２項の規定に基づき，会議が成立している旨を申し添えます。 

まず初めに，委員の皆様には自己紹介をお願いいたします。資料６－１－１ 

に記載の名簿順お願いいたします。 

（委員自己紹介） 
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また，本日は委員の他に国分寺市消費生活条例第31条の規定に基づき，オブ

ザーバーとして，経済課の消費生活相談員が出席しています。 

続きまして，事務局の自己紹介を行います。 

（事務局自己紹介） 

続きまして，本審議会の会長の選出を行います。国分寺市消費生活条例第29

条第１項の規定に基づき，正副会長は委員の互選により定めることになってい

ます。どなたかご推薦はございますでしょうか。 

  

委員 

村委員が専門家であり適任であると思います。 

 

事務局 

ただいま，委員より村委員にお引き受けいただきたい旨のご発言があり 

ましたが，他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

（異議なし） 

異議なしと認めますので，村委員にお願いいたしたいと思います。続いて副会

長には，どなたかご推薦はございますか。 

 

会長  

上机委員にお願いしたいと思います。 

 

事務局 

ただいま，会長より，上机委員にお引き受けいただきたい旨のご発言があり 

ましたが，他の委員の皆様はいかがでしょうか。 

（異議なし） 

異議なしと認めますので，副会長は上机委員にお願いしたいと思います。村

会長，上机副会長は，座席の移動をお願いいたします。 

 続きまして，市長より，諮問いたします。 

 

市長：  

それでは，諮問文の読み上げをもって，ご説明にかえさせていただきます。 

（諮問文読み上げ） 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事務局： 

ありがとうございました。市長及び市民生活部長はこの後他の公務がありま
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すので，ここで退席いたします。 

ここからは会長に進行をお願いしたいと思います。 

 

会長：  

 今回の第６次より会長を務めます。各委員より多くの意見をいただいていき

たいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

 副会長にも一言いただきたいと思います。 

 

副会長： 

 会長を支えながら皆様と審議会を進めていきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。 

 

会長： 

ただいま，市長より諮問の説明がありましたとおり来年の４月から成年年齢 

が引き下げられます。国分寺市としてできることを考えていきたいと思いま

す。 

それでは，事務局より資料の説明を求めます。 

 

事務局： 

（資料説明） 

 

会長： 

 事務局の説明に質問等はありますか。無いようですので消費生活相談員より 

補足等ありましたらお願いします。 

 

相談員： 

 資料６－１－４の４頁と５頁をご覧ください。20歳未満については相談当事

者・契約当事者ともに令和元年度と令和２年度を比べると減少しています。そ

の年代に関わる相談内容として多いのは，オンラインゲームへの高額課金につ

いてです。中には保護者が気付いた時には既に50万円課金していたという相談

もあります。保護者のクレジットカードを使って決済しており，明細書を確認

して初めて子どもが高額課金していたということが判明します。多くは大手携

帯電話会社と契約する場合はキャリア決済にしています。契約の際に上限金額

を設定できますが，その金額を把握できていない方が多いように思います。例

えば上限金額を月10万円に設定してあると，子どもがオンラインゲームに10万

円に達するまで課金し，クレジットカードから引き落とされます。それに何か
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月間か気付かないこともあります。件数は減少していますが，被害は深刻化し

ているように感じます。 

 また，健康食品や脱毛治療の広告を見て，定期購入等の契約と知らず，初回

〇〇〇円ということだけに注目し，契約をしてしまうことがあります。 

 次に20歳代は，相談当事者・契約当事者ともに令和元年度と令和２年度を比

べると増加しています。多いのは副業・投資関連の相談です。特に大学生から

の相談が多く，自分から副業サイト等にアクセスするより，友人から紹介され

半信半疑ながら友人関係を壊してもいけないと思い足を踏み入れて取り返しの

つかないことになってしまう場合が多いです。30歳代についても副業・投資関

連の相談はありますが，30歳代は自身でサイトにアクセスした，という場合が

多いです。 

 50歳代の件数が増加している理由は，住宅屋根修理等の点検商法に関する相

談が増えていることにあります。特に国分寺市は区部に比べて戸建てが多く，

相談が増えています。中には事業者に「台風等の際に大変な被害になる。隣近

所に迷惑をかけてはいけない。」と言われ，そのようになってはいけないと思

い，修理依頼するという場合もあります。加えて，自然災害によるものとして

火災保険を使えばお金をかけずに修理できると説明されることがあります。

「本当に火災保険を使えばお金をかけずに修理できるのか。」という相談もし

ばしば入ります。 

 昨年度の傾向としては，外出自粛で家にいる時間が長くなったことに原因が

あるかもしれませんが，トイレのつまり修理に関する相談が増えています。事

業者のホームページを見ると「基本料金398円～」などと書いてあっても，つ

まり修理が始まってみると工事がどんどん大掛かりになっていき最終的には20

万円請求されるというような場合もあります。事業者側は，工事の説明をし，

了承を得ながら進めていったので返金には応じないと主張します。 

 最後に若者への消費者教育について言及します。特に学生は友人等に勧めら

れると自分の意志に反して契約をしてしまうケースが見受けられます。早いう

ちから契約することの重要性について丁寧に教えていくことが大切であると感

じます。 

 

会長： 

 ２点ほど質問します。 

１つ目です。キャリア決済について話がありましたが，これは保護者名義で

契約をして，子どもに端末を使用させているという理解でよろしいですか。 

 

相談員： 
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 その通りです。 

 

会長： 

 契約者は保護者だが，使用するのは子どもであると携帯電話会社に申告した

上で，契約をしているのですか。 

 

相談員： 

 申告をしている場合もあればそうでない場合もあるようです。 

 

会長： 

 消費者は自身がキャリア決済を選択していることやその上限額がいくらなの

か理解した上で契約をしているのでしょうか。 

 

相談員：  

 しっかりと理解している方は少ないと感じます。 

 

会長： 

 自身がキャリア決済を選択している事実を知らずに契約していたという相談

者もいるのでしょうか。 

 

相談員： 

 います。携帯電話会社は契約時に説明はしていますが，消費者側がしっかり

それを理解するということが難しいようです。 

 

会長： 

 携帯電話会社大手３社について見てみると「キャリア決済」ではなく，それ

ぞれ呼び方が異なります。代理店等では，どのように説明しているのでしょう

か。 

 

相談員： 

 実際に自分が受けた説明は，「頻繁にネットで買い物をしたり，デジタルコ

ンテンツを利用したりする場合は，この支払方法が便利です。」というもので

した。 

 

会長： 

 ２つ目です。20歳代の大学生について副業や投資に関する被害が多いという
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説明がありましたが，その際学生ローンなどの借金の話もつきものですか。 

  

相談員： 

 以前は，消費者金融を紹介されてお金を借りるというケースでしたが，現在

はアプリローンによりお金を借ります。事業者が消費者の端末を操作し，最後

に「これでいいよね。」と画面を見せてローン契約をしてしまいます。 

 

会長：  

 わかりました。他に質問はありますか。 

 

委員： 

 20歳未満が契約者の場合，相談に来るのはその保護者という理解でよろしい

ですか。 

 

会長： 

 20歳未満の中でも例えば19歳が契約者になる場合と10歳が契約者になる場合

は話が変わってきます。 

 

委員：  

 保護者だけで相談し解決しているとするならば，子ども自身に解決する能力

等は養われないのではないかと考えています。 

 

相談員： 

 例えば，未成年取消権の適用については保護者だけが動いて適用できるほど

簡単なものではありません。子どもが実際にどのように行動して今のような状

況になっているのか，子どもがどの程度反省しているのか，という点まで相手

事業者がしっかり確認します。 

 場合によっては子どもと直接話をして経緯文等を作成します。その際に自分

の行動が周りに気苦労や心配をかけてしまったことを反省してもらいます。 

 

委員： 

 屋根・水道工事の話が出ましたが，信頼できる会社選びという観点で商工会

員になっている事業者を利用して欲しいと思います。 

 

会長： 

 現在の消費者の傾向として，ネット等で一番安い商品を探し，それを選択す
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ることが賢いと考えているように感じます。安いことが重要ではなく，その事

業者を信頼できるかが重要です。 

 

委員： 

 昨年度開催の講座「インターネットの基本と活用法」が好評でした。今後も

インターネットの便利さと怖さを市民に発信して欲しいと考えています。 

昨今，キャッシュレス決済の普及が進んでいますがそれの利用明細書などは

発行させるのでしょうか。 

 

会長： 

 電子データで発行されます。紙ベースで発行希望の場合は申請すると発行さ

れますが，料金が発生することが多いです。一般的にお金もかかるし，紙は煩

わしいと考えて電子データのみで管理している方が多いようです。利便性と引

き換えに自己管理意識の重要性が高まっています。 

 

副会長： 

 20歳未満の相談者等の年齢の内訳は分かりますか。また，10歳未満が対象に

なっている相談もありますか。 

 

相談員： 

 内訳の資料は本日ご用意しておりません。10歳未満が対象になっている相談

は，ほぼありません。14歳・15歳が対象になっている相談が多いです。 

 また，子どもへの消費者教育と合わせて保護者への消費者教育も必要だと思

います。成年年齢引き下げについても保護者がどれほど認識していて，理解し

ているか心配しています。学校へ向けた消費者教育の際に保護者への情報提供

も行えると良いと考えています。 

 

委員： 

 未成年取消権を適用した場合，全案件について全額取り消すことはできてい

るのでしょうか。 

 

相談員： 

 基本的には全額取り消すことはできています。 

 

委員： 

 今回の諮問は，成年年齢引き下げが焦点になっていますので，基本的には18
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歳や19歳への消費者教育をどうするかを考えていくという理解でよろしいです

か。 

 

会長： 

 18歳や19歳を中心として小中学生を含む若年者へ向けた消費者教育について

考えていきます。 

 

委員： 

 スマートフォンを操作することに慣れ親しんだ世代にとって，スマホと民法

というのは認識的に乖離があると感じますがどうでしょうか。 

 

副会長： 

 民法を学んでいる学生は別として，多くの学生はスマホと民法を結び付けて

考えることは，うまくできていないように感じます。 

 

会長： 

 消費者教育となると民法や契約ルールなどを超えた範囲に話は及びます。お

金を使って何を買うか，または何に価値を置くかを考える力をつけることが重

要だと思っています。これについて伝えたり教育したりすることは難しいです

し，これまでそのようなことはあまり行われてこなかったと感じます。 

 

委員： 

 確かに価値観の問題になってくるので難しいと感じます。 

 

会長： 

 そのことについても今後議論できればと思います。 

 それでは，国分寺市消費者見守りネットワーク協議会についての報告を事務

局よりお願いいます。 

 

事務局： 

 資料６－１－７について報告 

 資料６－１－６について報告 

 

会長： 

 事務局の報告に質問等はありますか。 
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委員： 

 国分寺市消費者見守りネットワーク協議会を条例に加えることについても審

議していければと思いますが，いかがでしょうか。 

 

事務局： 

 貴重なご意見として受け止めさせていただきます。ありがとうございます。

本審議会につきましては，市長より成年年齢引き下げを見据えた消費者教育の

在り方について諮問が出ておりますので，そちらを中心に審議していくことに

なります。 

 

委員： 

 条例の中で審議会は条例改正について意見を述べることができるとなってい

ます。本次が始まりこれから２年間ありますので，審議事項の中に入れること

も可能かと思います。 

 

会長： 

 今回の諮問は喫緊の問題ですので本次はそちらに注力する必要があります。

また，条例改正となると非常に重たい議論になります。関係法律の改正も多

く，それも含めて条例全体の見直しを議論していくことになります。そのた

め，本次では今後の課題として条例改正を射程に入れる必要があると事務局に

伝えたということで留まると思います。貴重なご意見です。ありがとうござい

ます。 

 それでは，本次審議会のスケジュールを説明いただきたいと思います。 

 

事務局： 

 本次は２年間，年３回開催し，計６回の開催を予定しております。とりわけ

今年度は第２回を10月６日（水）午後２時～リオンホールにて，第３回を12月

22日（水）午後２時～国分寺市役所にて，開催を予定しております。 

来年度は第４回を６月，第５回を10月または11月，第６回を１月または２月

に開催したいと考えています。 

  

会長： 

 来年度の第５回には答申案を作成し，第６回に完成するという流れになると

思います。本日は，主に事務局と相談員から市の現状を報告してもらいまし

た。 

 最後に事務局に質問です。ある程度の予算を必要とする啓発DVD作成という
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ような事業を行うことは難しいですか。どのようなことならば行うことが可能

でしょうか。 

 

事務局： 

 学校との連携，子ども関係の部署との連携など庁内連携等を柱として有効な

施策を打てることが望ましいと考えています。 

 

委員： 

 市立学校において端末を活用した授業が始まっていますのでそれを活用した

消費者教育をできると良いと思います。また，DVDに関しては都で貸出を行っ

ていますので，活用できると良いと思います。 

 

会長： 

 既存DVDで良いならば大学のゼミナールで作成したものを市立学校分は準備

することができます。 

 世の中にあふれているコンテンツを教員が精査し，使用することは忙しくて

難しいと聞きますので，市から「このDVDを使用して欲しい。」と提供するの

が良いかと思います。 

  

委員： 

 協議会実施については審議会に報告があるという理解でよろしいですか。 

 

事務局： 

 その通りです。 

 

会長： 

 それでは，本日はこれで閉じたいと思います。ありがとうございました。 

 

■次回の日程について 

 令和３年10月６日（水）午後４時～  

 

 

 

 

 


