
第６次第４回 国分寺市消費生活審議会 

議事録 概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               国分寺市 経済課 

 



国分寺市消費生活審議会（敬称略） 

会長  村 千鶴子  東京経済大学現代法学部教授／弁護士 

副会長 上机 美穂  東京経済大学現代法学部教授 

委員   梅山 香代子 

    岡本 真理子 

    廣瀬 可世子 国分寺市商工会 

    坂本 清彦  東京むさし農業協同組合 

                  国分寺地区 統括支店次長  

 

オブザ－バ－ 

経済課 国分寺市消費生活相談員 

 

 

事務局 国分寺市 市民生活部 経済課 

清水 昭策 経済課長 

児玉 宏作 消費生活・就労支援担当係長 

岸 和也  経済振興係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６次第４回 国分寺市消費生活審議会 

 

令和４年７月６日（水） 

午後２時から 

cocobunji プラザ リオンホール A 

 

議 題  

諮問事項について 

        

 

配布資料 

資料６－４－１ 教育委員会と連携した消費者教育の実施について 

資料６－４－２ 高校・大学・専門学校等と連携した取組について 

資料６－４－３ 庁内及び地域との連携について 

資料６－４－４ 選挙管理委員会と連携した成年年齢引下げの啓発について 

資料６－４－５ 東京都消費生活啓発員（コンシューマー・エイド）の派遣につい   

        て（報告） 

資料６－４－６ 第３回消費者見守りネットワーク協議会の開催（報告） 

資料６－４－７ 今後の検討スケジュールについて（案） 

前回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事務局（経済課長）： 

定刻となりましたので，これより，第６次第４回 国分寺市消費生活審議会を開

会いたします。６名の委員，全員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項に基づき，会議が成立している旨を申し添えます。 

本日は委員の他に，同条例第 31条の規定に基づき，オブザーバーとして消費生活

相談員が出席しています。 

 

会長： 

それでは，第６次第４回国分寺市消費生活審議会の審議に入ります。前回は，事

務局より各学校や庁内での取組の現状について説明があった後，委員の皆様より

様々な意見を伺いました。 

 

本日も同様に，令和３年度の取組と今後の方針を事務局より説明いただき，議論

していきたいと思いますが，まず「資料 6-4-7 今後の検討スケジュール」をお手元

に御用意ください。マルで囲ってありますのが本日の第４回審議会です。次回の第

５回審議会では具体的な答申案を検討します。 

 

第６次消費生活審議会の諮問事項は，成年年齢引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，国分寺市の実情を踏まえ，そ

の採るべき施策をどのようなものとするかを諮問されたものでした。 

 

つきましては，本日の審議会終了後，次回審議会の前までに，これまでの審議を

踏まえて各委員の皆様より答申に盛り込む項目を御提案いただきたいと思います。 

後日，改めて事務局より委員の皆様へアンケート用紙をお送りいたしますので，

御記入の上，事務局へ返送してください。皆さんの意見を踏まえて取りまとめの

上，答申案を作成しますので，次回の審議会にて審議し，答申の準備を進めてまい

ります。 

 

それでは，事務局よりこれまでの検討事項について，資料の説明をお願いしま

す。今回は令和３年度版「国分寺市の消費者行政」が配られておりますので，こち

らにも触れて説明してください。 

 

事務局： 

資料６－４－１，教育委員会と連携した消費者教育の実施について説明します。 

５月２日の校長連絡会に出席，消費者教育講座のメニュー紹介をはじめ，出前講

座，東京都消費者啓発員（コンシューマー・エイド）や外部講師の派遣，教材の提

供・配信などの教育ツールを提案しました。また，村会長監修のＤＶＤの第２弾を

小中学校へ配布しました。 

消費者教育講座の希望を受けた学校は現状１校であり，後期に入る前に再度校長

連絡会に出席し，消費者教育の重要性を引き続き啓発します。 



今後の予定は，ＰＴＡ連合会等への研修参加や，中学３年生向けに成年年齢引下

げリーフレット・消費生活相談室クリアファイルの配布を予定しています。 

 

資料６－４－２ 高校・大学・専門学校等と連携した取組について説明します。 

令和４年 7 月 27 日午後５時から午後７時まで，本多公民館にて東京学芸大学の生

涯学習教室・本多公民館との共催イベントを予定しています。詳細は後程，事務局よ

り説明します。 

これまでの取組みは，市内３高校・専門学校・大学へ成年年齢引下げ啓発ポスター

の掲示依頼，リーフレット・啓発ＤＶＤ等の配布，消費生活相談員による出前講座の

利活用の提案を行っており，今後も継続します。 

 

 次に，資料６－４－３ 庁内及び地域との連携について説明します。 

まず，全年齢向けではありますが，民生委員・児童委員連絡協議会，自治会・町内

会連絡会へ出席し，消費者見守りネットワークの紹介と消費生活相談室の業務を紹介

しました。後日，出席していた民生委員の方から「消費者見守りネットワークだより

を回覧板にて住民に共有したい」との希望を受け，提供しました。 

デジタル媒体の活用では，ホームページのトップ画面で政府広報作成の啓発画像を

表示し，国分寺駅北口広場２か所・cocobunji プラザ２か所・市役所本庁舎市民課に

あるデジタルサイネージでは，消費者庁作成の啓発画像を表示しました。 

紙媒体では，第一庁舎入口にて政府広報作成のポスターを掲示，ミーツ国分寺では

チラシ配架とポスター掲示に御協力いただき，「ぶんバス」でも計５ルートで３月中

旬から１か月間，ポスターを掲示しました。 

 

 資料６－４－４ 選挙管理委員会と連携した成年年齢引下げの啓発について説明

します。 

選挙管理委員会では，新成人の誕生日を迎える市民を対象に，選挙権を持つこと

の啓発リーフレットを個別郵送しております。新成人に直接メッセージを届けられ

るため，成年年齢引下げの啓発にも効果があるものと考え，選挙管理委員会と連携

し令和４年７月以降に誕生日を迎える方に対して，消費者庁作成のリーフレットを

同封することになりました。 

 

 資料６－４－５ 東京都消費生活啓発員（コンシューマー・エイド）の派遣につ

いて報告します。 

３月15日に第四中学校３年生の４クラス，合計148人に対し「賢い消費者になるた

めに～現在主流の若者向け悪質商法～」と題した講座を開催しました。講師は，東

京都より派遣された消費生活啓発員が務め，若者に身近な消費者契約・トラブル事

例を通じて，どのような点に気を付けるべきかを講義し，困ったときの相談窓口

（国分寺市消費生活相談室）を紹介しました。満足感があったとの感想が多く寄せ

られており，今年度も引続き派遣の啓発に努めます。 

 



 資料６－４－６ 第３回消費者見守りネットワーク協議会の協議事項を報告しま

す。 

主に，令和３年度消費者相談の実績及び傾向・実際にあった悪質事例の紹介を通

じて，どのような「気づき」が必要かを協議しました。第４回は見守り人材向け出

前講座を予定しています。また，国分寺市消費者見守りネットワークだより第二号

の発行を計画しています。 

今後の展開は，消費生活相談室と各協議会所属団体との連携強化のため，困った

ことがあった際，共有したい・ヒアリングしてほしい情報の整理や連絡シートの運

用も検討しています。 

 

付属資料の「国分寺市の消費者行政」について説明します。 

 国分寺市消費者行政体系は図のとおりです。主な事業は，消費生活相談をはじ

め，消費生活審議会・被害救済委員会・国分寺市消費者見守りネットワーク協議会

の開催，講師派遣などの消費者教育推進事業，実際の相談事例を通じた注意喚起を

市報記事にて合計６回「消費者だより」として掲載，国分寺市権利擁護部会・北多

摩西部地区消費者行政推進協議会への出席，計量器事前調査台帳作成，隔年で行う

立入検査業務を行っています。 

 

会長： 

 令和３年度の相談状況の説明をお願いします。 

 

事務局： 

 令和３年度の相談件数は令和２年度より46件減の755件と，全国的に減少傾向にあ

りますが，相談者の年代は20歳代と60歳代の相談が増加しました。若年層を狙った

被害が増加したのか，消費生活相談室の知名度が上がったため相談件数が増加した

のかが定かではありませんが，20歳代の方が自ら消費生活相談室へ来室する機会が

増えてきたことは，早期解決に向けて望ましいことと捉えています。 

 国分寺市に顕著な事例としては，都心と比べて訪問販売に関する相談が多いこと

です。具体的には屋根の修繕工事に関する相談が多く寄せられています。市内には

築年数の古い一戸建てが多く，そこに住む一人暮らしのお年寄りを狙い，勧められ

るままに高額な金額で修繕工事の請負契約を締結してしまった，などの事例があり

ます。 

 

会長： 

 消費生活相談員より，相談状況のデータについて補足していただけますでしょう

か。また，20歳代などの若い世代からの相談については具体的にどのようなものが

多いか，教えてください。 

 

相談員： 

 化粧品に関する相談数が大きく増加しています。いわゆる「定期購入」がその多



くを占めています。 

また，屋根の修繕工事を含む訪問販売による相談が増えている背景は，事業者に

とって手軽に収益に繋がる事業であることが考えられます。最近では女性が訪問し

てくるケースが多く，また，感染症対策で人と直接話すことからしばらく離れてい

たため，優しく話しかけてくる訪問に対して，気軽に応じてしまうように見受けら

れます。 

  

20代の相談で多くなりつつあるのは投資に関する相談です。実際に若年層と話す

と，儲け話に大変興味があることを感じます。そして，きっかけはＳＮＳがほとん

どです。手元資金がない若年層がなぜ投資できるのかというと，消費者金融で借り

て資金を作ることが多いようです。ただ，社会人経験が数か月にもかかわらず借金

できる理由まではわかりません。 

 

 インターネット通販の定期購入に関する相談では，小さな文字の見落としがよく

ある原因の一つです。商品などのメリットのみをピックアップした広告をタップ

し，次のページに書いてある重要な文字を見落とし，気づかぬまま定期購入契約に

至るケースが多くあります。 

  

会長： 

では，冒頭で触れた東京学芸大学の学生との共同イベントについて，事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局： 

７月27日の午後５時より本多公民館において，東京学芸大学の学生たちが発起人

となり，中学生や高校生などの若年層をターゲットとした「STOP！契約トラブル」

と題するイベントを予定しています。 

約２時間のイベントでは，疑似の誓約書をもとにした学生たちによる寸劇や，消

費生活相談員による講義，そして，実際の契約ではどのような点に気を付けなけれ

ばならないかを参加者が体験しながら楽しく学ぶ，このようなイベントとなってい

ます。 

次回の審議会では，このイベントの模様をお伝えしますが，イベント企画・進行

はもちろんのこと，チラシ作成などの広報も基本的にすべて学生が行っており，引

き続き支援していきたいと考えております。 

 

会長： 

 この件は，東京学芸大のゼミから「このような企画をやりたいが，国分寺市に協

力してもらえないか」という打診があり，国分寺市では成年年齢引下げの啓発に注

力していたため，支援することになったと聞いています。 

 他の自治体では，自治体側から学生に声をかけて共同イベントを行うことが多く

ありますが，大学側から自治体に声をかけるケースは珍しく，素晴らしいチャンス



ではないでしょうか。特に，東京学芸大学は学校の先生を多く輩出する大学でもあ

り，消費者教育の大切さを知る先生を育てる，という意味でも意義のあるイベント

であると考えています。 

 資料に基づく事務局からの説明は以上です。質問などはございますか。 

 

岡本委員： 

資料６－４－６ 消費者見守りネットワーク協議会について，高齢福祉課等が参

加しているようですが，経済課からは誰が参加したのでしょうか，消費生活相談員

は何人参加したのでしょうか。 

 

事務局： 

経済課から３名，相談員は２名が参加しています。 

 

上机委員： 

学校教育は昨年度３回の実績に対し，今年度は１回となっているのはどのような

理由でしょうか。 

 

事務局： 

昨年の３回はいずれも下半期に実施しました。昨年度の上半期はコロナの影響も

あり少なかったので，これから増えていくように啓発を続けていきます。 

 

会長 

資料６－４－１，５月２日の校長連絡会で報告したとのことであり，ようやく１

学期が終わりつつある時期であるため，今後も回数を重ねてください。なお，現時

点で１校とのことですが，どちらの学校でしょうか。 

 

事務局： 

第10小学校にて10月頃の講座希望を受けています。第６小学校からも10月以降の

希望を受け，調整を行っています。 

 

岡本委員： 

学校と連携した消費者教育の実績は国分寺独自のものであり，都が高く評価して

います。ただ，学校の行事予定は３月頃に決まるので，新年度になる前の２月ころ

に周知していただくと，より効果的なものになると思います。例えば，第５小学校

では，地域との連携を今年度のテーマとして行事予定を決め，地域が一丸となって

子供を見守る活動をしています。 

 

会長： 

資料６－４－３，見守りネットワークだよりの希望を受けたのはどちらの自治

会・町内会からでしょうか。 



 

事務局： 

具体的な町名は不明ですが，自治会・町内会連絡会に出席した翌日にお越しにな

りましたので，東地区と考えています。 

 

会長： 

では，消費者行政について私の知りえた情報を補足させていただきます。 

まず「７．化粧品」が倍近く増えている点ですが，化粧品に関する定期購入の具

体例としては，20歳代においては男性・女性にかかわらず「脱毛剤」に関するもの

です。また，大学３・４年生になると美容医療の脱毛で100万円を超える契約をする

ケースもあります。相談員より「儲け話」や「SNSで知り合って契約までいく」とお

話がありましたが，実際に聞いた事例を紹介します。 

 

被害大学生は画像投稿サイトを利用する中で，自身のアップした画像に高評価を

してくれたユーザーのSNSを多く見るようになりました。そのユーザーは暗い話題を

ずっと投稿していたが，ある時を境に羽振りが良くなったそうです。 

見ているうちに羨ましくなり，そのユーザーに儲けるノウハウを聞こうとメッセ

ージを送ったところ，「社長」と称する人物のSNSアドレスを紹介された。早速連絡

をしてみたら「１週間以内に来れば教える」と言われ，焦って指定の場所に赴きま

した。 

会話の中で，なぜノウハウを独り占めしないのか尋ねると，皆で喜びを共有した

いと言われ大きな感銘を受けたといいます。 

しかし，投資契約をしたいが元手がない。どう用意したらよいか尋ねると，虚偽

の年収を申告し消費者金融で借入れする方法を教えられたのだそうです。 

この点，被害大学生に限らず，若い世代は社会経験が少なく，消費者金融で虚偽

の年収を言うことが，どのような意味を持つか理解していない人が多くいます。誰

もがしている普通のことだと説明されると、そんなものかと思ってしまうのでしょ

うか。 

結果，投資の契約を締結したが全然儲からず，借金の返済に困り、返金をお願い

したいが連絡がとれなくなったという事例をよく聞きます。 

若い世代はSNSに慣れているせいか，見ず知らずの人間であってもSNSで知り合っ

た人でも「知り合い」と親しく捉える傾向があります。これだけ被害が増えていて

も，他人事として捉えて，自分はこのような被害には遭わない自信がある，と話す

人も多いようです。 

 

廣瀬委員： 

登場人物の「社長」と称する人物からは，具体的な儲け話を直接勧誘されたので

しょうか。直接の勧誘でない場合は，法律に抵触するのでしょうか。 

 

会長： 



「社長」と称する人物が勧誘に関わっていないように見えても，組織で動いてい

れば抵触します。SNSで書き込んでいるのも組織としての一連の勧誘のための「見せ

かけ・演技」と考えられます。 

 

相談員： 

若い世代の生活経験が少ないことは理解できます。若い世代は，例えばトイレが

詰まった時，自分で道具を使って改善を試みることをせず，まずインターネットで

修理業者を検索し，そのまま修理を依頼する傾向があります。 

年に何回もないような故障なので，費用が高いのか安いのかわからないまま依頼

してしまうことでトラブルが増え，相談件数が増加しているものと考えています。 

 

廣瀬委員： 

このようなケースでは，大学生などの新入生がアパートに入居する時「このよう

なときはどうすればよいか」を不動産業者から案内するような枠組みがあればよい

と思います。 

 

岡本委員： 

教育という点では，東京都消費者教育ＤＶＤ「パピくんのキャッシュレス社会の

賢い歩き方」を昭島市消費生活展にて紹介しました。 

最近は，キャッシュレス社会が進むことで現金の動きが見えにくくなっているの

で，お金を使っている実感に乏しくなっています。子供にお金の使い方や生活設計

をどのように教えたらよいか，などの感想が多く出ており，伝えるツールはあるも

のの子供たちに届いていないのが現状です。小学校・中学校の時からの学びも重要

と考えています。 

 

会長： 

 新しい指導要領では，金融教育も盛り込まれています。教材も充実していて，ネ

ットにもアップされていますが，岡本委員のお話のように，子供たちに届いていな

いというギャップが問題です。 

国分寺市でも，できるだけ費用をかけずにできる取組みがあれば，積極的に進め

てほしいと思います。例えば，コンシューマー・エイドは都が派遣しており，積極

的に活用する策もよいと考えます。 

 

今回の審議を踏まえ，工夫策などの意見を多く集め，次年度以降の対策を検討し

ていただきたいですし，これが諮問の本旨でもあります。そして，審議会で答申を

出すことは大きな意味を持ちます。例えば，消費者見守りネットワーク協議会のパ

ンフレット作成・交付，会議の中で紹介・情報共有するなど，答申という形でやる

べき取り組みを示すことで，具体的な取組みの後押しをすることに繋がっていま

す。 

今すぐに思い当たる意見がなくても，アンケートを配るので，ぜひアイデアをい



ただきたいと考えます。その他，現時点での御意見はいかがでしょうか。 

 

岡本委員： 

資料６－４－１ 「ＰＴＡ連合会の研修参加」はぜひ取り組んでほしい。子供は

積極的に啓発資料を手に取らなくても，親への啓発に大きな意義があると考えてい

ます。 

親の意識が少しでも変われば，子供に伝わっていくものです。ＰＴＡ連合会は当番

校があります。当番校がわかれば，ぜひお声がけをしていただき，参加してほしい

です。 

 

会長： 

他にはいかがでしょうか。 

 

梅山委員： 

指導要領が変わったとおっしゃっていましたが，どのような点が変わったのでし

ょうか。 

 

会長： 

法教育と金融教育です。「契約とは何か」「お金とは何か」「稼いだ範囲でどう

使うのか」など，小中学校で知識を積み重ねていきます。 

 

梅山委員： 

「だまされない」などの話題は指導要領に含まれますか。 

 

会長： 

それは、以前から家庭科で契約やクーリング・オフに関することなども含めて，

消費者教育として指導要領に盛り込まれています。 

 

梅山委員： 

消費者教育も金融教育も，社会科の中に取り入れられているのですか。 

 

会長： 

これまでは、家庭科で教えていました。コンシューマー・エイド派遣に積極的な

先生は，おそらく家庭科の先生が多いと思われます。先生方に消費者教育で何を教

えるべきか，研修を実施しても，参加者は家庭科の先生がほとんどです。 

消費者教育は家庭科だけの問題ではないはずですが，家庭科以外の先生は自身の

担当業務で手一杯で消費者教育までは手が回らないなのが現状です。 

 

梅山委員： 

指導要領を作る側は，消費者教育を家庭科的な視点で見ているのでしょうか。 



 

会長： 

社会科領域にも踏み込みつつあります。授業を受ける学生としては家庭科的に捉

えるかもしれませんが，学校・高校できちんと身につけてほしいと思っています。 

 

梅山委員： 

学習することである程度警戒心も生まれると考えています。しかし，学習がない

状況で「だまされるな」と言われても身につかないと思います。 

 

会長： 

被害防止の観点からは、「こういう手口があるから気をつけろ」ではなく「賢い

契約の選び方」などの基本を学んでもらわなければなりません。身近にできるささ

やかなことから始め，積み重ねていく，という活動が大事だと考えていします。 

 

それでは，事務局より連絡事項をお願いします。 

 

■連絡事項 

事務局 

 冒頭にて会長よりお話がありました次回の第５回消費生活審議会について連絡い

たします。次回の第５回消費生活審議会では，答申案を審議し，最後の第６回の審

議会で答申を決定することとなります。 

 したがいまして，答申案を作成するにあたり，盛込む答申の項目案を各委員の皆

様に御提出いただきたいと考えています。 

 事務局よりアンケート用紙をお送りいたしますので，御回答をお願いいたしま

す。 

 

最後に，資料6-3-10 今後の検討スケジュールについて（案）を御覧ください。 

次回の第５回消費生活審議会は，10月19日（水）14時を予定しております。 

 

会長： 

それでは本日の議題は全て終了しました。お疲れさまでした。 


