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第６次第５回 国分寺市消費生活審議会 

 

令和４年 10月 19日（水） 

午後２時から 

書庫棟会議室 

 

１ 議題   

（１）報告事項  

①学芸大学との連携講座について 

②市民のための契約法講座について 

③令和４年度第２回消費者見守りネットワーク協議会について 

（２）諮問事項 

第６次国分寺市消費生活審議会答申にかかる協議 

 

２ 資料 

  ６-５-１ 学芸大学との連携講座の実施 

  ６-５-２ 学芸大学連携講座資料 

  ６-５-３ 「消費者教育講座」参加者アンケート集計結果 

  ６-５-４ 令和４年度 第 11回市民のための契約法講座 参加者数 

  ６-５-５ 令和４年第２回消費者見守りネットワーク協議会の開催（報告） 

  ６-５-６ 第６次国分寺市消費生活審議会答申（案） 

       第４回議事録概要 

 

  追加資料 第６次国分寺市消費生活審議会答申作成のためのアンケート御意見

まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 



事務局     ： 定刻となりましたので，これより，第６次第５回国分寺市消

費生活審議会を開会いたします。 

本日上机委員及び坂本委員より，欠席の旨連絡をいただきまし

たが，過半数の委員が出席されていますので，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。 

なお，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，消費生活相談員を出席させていただきま

す。 

会長     ： それでは，第６次第５回国分寺市消費生活審議会の審議に入り

ます。 

まず「（１）報告事項」の①学芸大学との連携講座について，事

務局の説明を求めます。 

事務局    ： 資料６－５－１～３ 東京学芸大学との連携講座について説明

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

中学生から大学生までの保護者を含む計 10名が参加した講座を実

施し，消費者トラブルの啓発を行いました。 

         参加者の年齢層は 10代が５人，20代が４人，40代が１人であ

り，内容は悪質商法の実体験シミュレーションや，悪質な条項と

して参加料 10万円などが含まれる偽の参加規約を準備し，安易に

契約等に同意することによるトラブルに対する啓発や，書類をし

っかりと確認する重要性を体験してもらいました。 

また，グループワーク・寸劇で悪質な規約の問題点を参加者全

員で確認したのち，消費生活相談員による講義を実施しました。 

岡本委員   ： 資料６－５－１～３ 学芸大学との連携講座について，内容は

大変好評との意見であり，今後もこのような連携は継続的に行っ

ていただきたい。公民館や経済課から働きかけるなど，今後の方

針はいかがでしょうか。 

事務局    ： 従来は公民館と選挙管理委員会，大学が連携する講座であり，

経済課との連携は初めてでした。今後もこのような講座は開催し

たいと考えていますので，引き続き，公民館とも連携して対応し

たいと考えています。 

会長     ： 東京学芸大学のゼミ生は何名参加しましたか。また，レジュメ

はゼミ生が作成したものでしょうか。 

事務局    ： ６名です。資料はゼミ生と消費生活相談員が作成したものとの

合作です。 

会長     ： つまり，今回の開催はゼミ生と消費生活相談室を含む経済課

と，協働で準備を重ねて仕上がったものを公民館にて開催した，

との認識でよろしいでしょうか。 



事務局    ： その通りです。 

会長     ： 続いて「（１）報告事項」の②市民のための契約法講座につい

て，事務局の説明を求めます。 

事務局    ： 資料６－５－４ 第 11回市民のための契約法講座について説明

します。令和４年 10月 12日をもちまして，全５回が終了しまし

た。参加者はオンライン含めて合計 527名となり，昨年の 382名

から大幅に参加者が増えました。 

岡本委員   ： キャッシュレスに関する講座は時代背景を反映した講座である

よう窺えますが，その他の講座はどのような打合せを基にテーマ

を決めているのでしょうか。 

事務局    ： まず，担当の先生方へどのようなテーマを検討されているかヒ

アリングを行い，使用する資料の内容に関しても事前に送付いた

だき確認します。基本的には先生方が伝えたいことを重視してい

ます。 

会長     ： ４・５回目の講座については消費者庁の地方消費者行政強化交

付金強化事業にかかる交付金を受けられるよう，地域の方々への

消費者教育を盛り込んだ基礎的な講座内容にすること意識してい

ました。１回目は基礎的な講座，２・３回目は今の世相を踏まえ

た講座になっていると考えます。 

     また，本講座は国分寺市民のみならず，オンラインで全国に配

信しています。このようなオンラインでの開催は新型コロナウイ

ルス感染症に伴う一時的なものか，継続するかの検討はいかがで

しょうか。 

事務局    ： 市民の方の中にも，新型コロナウイルス感染症まん延に伴いオ

ンラインを希望される方がおりますので，オンライン講座の継続

を前向きに検討しています。 

岡本委員   ： 東京都からの交付金はあるのでしょうか。 

事務局    ： あります。 

廣瀬委員   ： オンライン講座は非常に効果的と感じています。このようなす

ばらしい取組を全国に紹介できる良い機会と考えます。 

会長     ： そうですね。地方都市などでは，消費生活相談員に限らず一般

市民にとっても，新型コロナウイルス感染症の流行に伴い，この

ような講座を受ける機会が激減しており，ニーズに応えられる良

い取組と考えています。 

         続いて，「（１）報告事項」の③令和４年度第２回消費者見守り

ネットワーク協議会について，事務局の説明を求めます。 

事務局    ： 資料６－５－５令和４年度第２回消費者見守りネットワーク協

議会の開催について報告します。令和４年９月 28日に開催し，前

半は消費生活相談員２名による「訪問購入と架空請求」に関して

事例の共有を行い，後半は公益社団法人全国消費生活相談員協会



へ講師派遣を依頼し，同協会所属の消費生活相談員による「地域

の見守りネットワーク」に関する講座を受講しました。次回は

「消費者見守りネットワークだより」第２号発行等の協議を行う

予定です。 

会長     ： 消費者見守りネットワーク協議会の発足以来，ネットワークの

所属団体などから消費生活相談室に紹介された案件はあります

か。 

消費生活相談員： 相談は増えており，受けることはもちろん，こちらから包括支

援センターに問い合わせることもあります。 

会長     ： 成果が出ているということですね。 

岡本委員   ： 消費者見守りネットワークを構成する方々と消費生活相談員と

が顔を合わせて話ができる機会は貴重ですので，ぜひ継続して連

携してください。 

会長     ： 続いて「（２）諮問事項」の第６次国分寺市消費生活審議会答申

にかかる協議を移ります。 

資料６－５－６ 第６次国分寺市消費生活審議会答申（案）に 

ついて，これまでの議論を踏まえ，答申案として調整したものを

配布しております。本日はこの内容に関して協議を行い，答申案

を固めていきたいと思います。この答申案をたたき台として審議

を行い，来年１月の審議会で答申を確定します。 

事務局    ： （別紙答申案を説明） 

会長     ： 全体の構成について質問はありますか。 

岡本委員   ： 項目はこちらで問題ありません。５ページ「消費生活相談件数

の推移」について，2006年・2007年を境にデータ元が「年度」か

「年」と変更になっている部分はわかりづらいので，2007年から

のデータでよいのではないでしょうか。 

会長     ： 国民生活センターのデータ取得方法が変更されたものと考えら

れます。この資料は国民生活センターを出典としておりますの

で，修正は困難と思われます。 

全体の構成はこちらでよろしいということで，項目ごとの内容 

について，事務局に読み上げてもらって，各委員に御意見をいた

だきたいと思います。 

         第１から第３までの内容は，今までの審議会で報告された内容

をまとめたものであり，第４は各委員からのアンケートでお伺い

した意見をまとめたものです。多くの御意見をいただいたなか

で，私と事務局で相談してできるだけ漏れが無いようにしたつも

りですが，不十分な部分や漏れの部分があると思われます。また

アンケート提出後に新たに御提案いただけることがあるかもしれ

ませんので，御意見を伺えればと思います。 

         それでは，３ページ目の「はじめに」と「第１」から読み上げ



てください。 

事務局    ：（答申案の「はじめに」と「第１」の読み上げ） 

会長     ： この部分について，この答申は市長に出すこととなりますが，

併せて国分寺市ホームページで公表されることとなります。この

答申を市民の方が読んだとき，今回の諮問やこの答申がどのよう

な理由で示されるものかわかりやすいように，法務省の解説を参

考に要約したものを記載しました。それでは御意見があればお願

いします。 

梅山委員   ： 「はじめに」の最後の部分の「ものである」という標記は不要

かと思います。 

会長     ： それでは，そこは外しましょう。 

梅山委員   ： 「第１」の４行目に「一人で」となっているのに，少し後に

「単独で」という標記もある。合わせた方が良いのではないでし

ょうか。 

会長     ： そうですね。そこは合わせましょう。 

梅山委員   ： 「第１」の５行目に「父母等親権者」という記載があります

が，「親権者」は「父母等」なので，同じことを言っているのでは

ないでしょうか。 

会長     ： これは，「親権者」は「父母等」であることを説明する意味合い

で入れています。「親権者」は「父母等」以外はなく，親権を持つ

者がいない場合には，「未成年後見人」をたてることになっていま

す。厳密にいえば，文中の「父母等親権者」の部分を「親権者や

未成年後見人」としてもよいのですが，それでは文章が難解にな

ってしまいます。したがって，このままにしたいと思います。 

         あと，改めて読んだところで気が付いたのですが，「第１」の第

４段落最初の「しかし」は反対のことを言っているわけではない

ので，不要であると思うので，削除をお願いします。 

岡本委員   ： 「父母等」については，あった方がイメージがつきやすいの

で，残した方が良いと思います。これまで未成年取消権を使って

いたのは父母がほとんどであると思いますので。 

梅山委員   ： 表現の重複とありますが，この表現とすることについては理解

しました。 

会長     ： それでは「第２」をお願いします。 

事務局    ：（答申案の「第２」部分を読み上げ） 

会長     ： 「第２」は若年者の消費者被害の状況を，市と国全体の傾向に

ついてデータを利用して簡単にまとめたものです。御意見お願い

します。 

岡本委員   ： 国と市の状況を比較する項目ですが（１）と（２）の項目名の

表現のバランスが取れていないと思います。（１）は「消費生活相

談件数」まで書いていますが，（２）は「国分寺市の状況」までし



か書いていません。表現を揃えた方が良いのではないでしょう

か。 

会長     ： 今の御指摘は，項目の整理の仕方と文書表現の仕方についてで

しょうか？国の方では全体の件数等を簡単に説明していますが，

市では全体の件数を言及していない等の記載内容のバランスが悪

いという意図も含みますか。 

岡本委員   ： そこまでの意図は含んでいません。データの部分はこれでよい

かと思います。 

会長     ： それでは，（１）の「件数」を削除し，（２）を修正後の（１）

に合わせ「国分寺市の消費生活相談の状況について」としましょ

う。 

梅山委員   ： 国分寺市のデータは令和２年度と令和３年度のものしかないで

すが，この２年だけの問題なのでしょうか。 

会長     ： 国分寺市の部分については，この審議会が始まってからこれま

で配布されたデータが２年度分でしたので，ここにまとめたとい

う形となっています。 

梅山委員   ： （２）の２段落目の最初の「しかし」は不要かと思います。あ

と，この段落の文章の表現が分かりにくいと思います。 

会長     ： それではこの部分の表現をわかりやすく変更するよう事務局と

調整します。文章の入替をすれば読みやすくなるかと思います。 

梅山委員   ： 同じ段落の「20歳代になると急激に消費者トラブルの相談が増

加する」とありますが，「急激に」は速度を感じさせ，そぐわない

と思うので，「増加する」の前に「著しく」を入れてはどうでしょ

うか。 

会長     ： 確かにそう思いますので，そのように変更しましょう。 

梅山委員   ： （１）の国のデータですが，（２）では市の令和２，３年度の２

年分のデータを掲載しているのに，2021年しか記載していませ

ん。2020年分の国のデータはないのでしょうか。 

会長     ： 令和３年の消費者白書から引用できると思うので，事務局で追

記してください。 

事務局    ： 承知いたしました。 

会長     ： （１）において，全国の消費生活相談件数の推移の表をつけ，

全体の件数について説明，2004年度の件数が突出している理由も

説明しています。この表とそれを説明する記載のせいで，若年層

という当諮問，答申の中心部分が分かりづらくなってしまってい

るように見えます。掲載するデータや記載内容は，若年層に絞っ

た方が良いかもしれませんね。 

梅山委員   ： 私もそう思います。 

会長     ： それでは，消費生活相談件数の推移の表を削除し，代わりに

2020年の契約当事者の属性を追加する。文面も相談全体の説明等



は削除する形として，追加する 2020年の表にかかる説明を追記す

ることとします。 

梅山委員   ： （２）の最後から３行目の「思料される」は難しいので「考え

られる」にした方が良いのではないかと思います。 

会長     ： それでは，そのように変更しましょう。 

それでは「第３」に入ります。 

事務局    ：（答申案の「第３」を読み上げ） 

岡本委員   ： （２）第３段落の最後の部分ですが，選挙管理委員会との連携

はすでに開始しているものですから，「行うこととした」というと

これから行うように見えるため，「行っている」としてはいかがで

しょうか。 

会長     ： おっしゃる通りですので，そのように修正しましょう。 

梅山委員   ： （注２）の部分の「チラシ」というのが，ちょっと引っ掛かり

ますが，１枚両面印刷では，そのように表現するしかないのでし

ょうか。 

会長     ： 1枚両面印刷の広報物ですと，パンフレット，リーフレットとは

言えないので，「チラシ」とするしかないかと思います。 

 続いて「第４」と「第５」も一緒にお願いします。 

事務局    ：（答申案の「第４」「第５」を読み上げ） 

会長     ： 「第４」につきましては，皆様から多くの意見をいただいた部

分ですので，盛込みきれているかどうかというところもあります

ので，積極的な御意見をお願いします。 

岡本委員   ： これまでの審議会の中で，小中学生等への出前講座が重要であ

るとなっています。経済課は校長会へ出向いたりする等尽力して

いるところですので，「第４」①の第２段落「学校」のところを具

体的に「小・中学校・高等学校」と記載したほうが良いと思いま

す。 

         また，第４の表題ですが，「今後の取り組むべき施策について」

のみではなく，諮問事項に合わせ，「若年者の消費者被害の防止」

という表現を追加したほうが良いと思います。 

会長     ： おっしゃる通りですので，修正をしましょう。 

梅山委員   ： ①の１段落目の最後の部分，「きっかけを作る」というより，

「機会を作る」とした方が良いかと思います。 

         続いて，「講座などによる知識の習得が必要」よりも「講座など

により知識の習得を促すことが必要」とした方がわかりやすいと

思います。 

会長     ： おっしゃる通りです。 

梅山委員   ： 「第５」の最後の段落ですが，「求めたい」というのは誰に向け

てとなりますか。 

会長     ： 市に対してです。国分寺市消費者見守りネットワーク協議会



も，この審議会で毎回報告してもらっていますので，同じような

扱いとしてほしいということです。ここは，「求めたい」ではなく

「求めるものである」にしましょう。 

 

会長     ： 今後の流れですが，今日いただいた御指摘，御意見を事務局と 

調整し，反映したものを，再度メール等でお示しします。そちら

を御確認いただき，御指摘，御意見がありましたら，伺わせてい

ただくという形で進めていきたいと考えております。 

次回までに内容をほぼ固め，次回に最終確認をして市長に提出

します。 

事務局    ： 次回の協議会は令和５年１月 25日 14時，本日と同じく書庫棟

会議室で行います。 

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。 


