
1 

 

 

 

 

 

 

 

地方消費者行政強化作戦2020策定に 

関する懇談会 

第１回議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者庁消費者教育・地方協力課 
 

 

 

 



2 

 

 

地方消費者行政強化作戦2020策定に関する懇談会（第１回） 

議事次第 

 

 

                日 時：令和元年５月21日（火）13：00～15：00 

                場 所：中央合同庁舎４号館1203特別会議室 

 

 

１．検討会の運営について  

 

２．検討スケジュールについて 

 

３．地方消費者行政における現状と課題について 

 

４．主な論点案について 
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○消費者教育・地方協力課尾原課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第

１回「地方消費者行政強化作戦2020策定に関する懇談会」を開催いたします。 

 もし、報道の方で写真撮影等をされる場合はお願いいたします。 

 報道の方の冒頭カメラ撮りはここまでといたします。 

 それでは、議事に入る前にお手元の資料１－２をごらんください。懇談会の委員名簿を

付けさせていただいております。今回は第１回でございますので、初めに委員の皆様方よ

り一言ずつ五十音順でお願いできればと思います。よろしくお願いをいたします。国府先

生からお願いいたします。 

○国府委員 大阪から参りました弁護士の国府と言います。よろしくお願いします。 

○小西座長 関西学院の小西でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○小林委員 全国消費者団体連絡会の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○生水委員 滋賀県野洲市役所の市民生活相談課長の生水と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○永沢委員 私は公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会

の副会長を務めております永沢と申します。NACSと省略して呼んでいただけたらと思いま

す。 

○古川委員 長野県県民文化部くらし安全・消費生活課長をしております、古川浩と申し

ます。 

 私ども県のセンターが４つございまして、そのうちの北信の消費生活センターの所長も

務めております。よろしくお願いいたします。 

○独立行政法人国民生活センター教育研修部長青木正典氏 オブザーバーで参加させてい

ただきます国民生活センター教育研修部長の青木でございます。 

 研修事業と相談員資格と調査研究の業務を担当しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 なお、本日、阿部委員は御都合により御欠席となっ

ております。 

 初めに、懇談会の目的及び運営の今後のスケジュールにつきましては、お手元に資料１

－１という形で配布させていただいております。趣旨自体は、事前に御説明させていただ

いておりますけれども、消費者行政の現場は地域にあり、地方消費者行政の充実・強化は

消費者政策の推進の重要な課題であるということで、平成27年には、消費者基本計画を踏

まえまして、「地方消費者行政強化作戦」を策定して、これまで消費者庁としても支援を

実施してきたところでございます。 

 しかしながら、今般キャラバン隊もやったこと、それから、５年たって基本計画の改定

に合わせて新しい強化作戦を作成するために今回、懇談会を開催させていただくことにな

っております。 

 「２．主な検討事項」として、 
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  （１）地方消費者行政の現状と評価について 

  （２）地方消費者行政が取り組むべき課題について 

  （３）国と地方公共団体（都道府県、市町村）の役割分担について 

  （４）今後の地方消費者行政の目標及び目標達成に向けた方策について 

を議論することになっております。 

 ３ポツの（１）でございますが、 

  （１）懇談会の委員は、消費者庁長官が委嘱するものとする（別紙）。 

  （２）懇談会に座長を置き、座長は消費者庁長官があらかじめ指定する者とする。 

  （３）座長、懇談会を総括する。 

となっております。 

 懇談会の座長につきましては、事前に消費者庁長官が小西委員を指名させていただいて

おります。委員の皆様には、それぞれの御経験や専門的な知識に照らして忌憚のない御意

見を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、これ以降の議事進行につきましては、小西座長にお願いできればと思います。

よろしくお願いいたします。 

○小西座長 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 このたび、お聞き苦しい声で申しわけありません。本日、体調を整えるのに失敗しまし

て、おわび申し上げたいと思います。 

 それでは、進行を進めさせていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 議事ですが、まず、配布資料３－１から３－３までを御説明いただけたらと思います。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 まず、３－１では、地方消費者行政キャラバン隊の

実施結果についての概要でございます。これにつきましては、ことしの１月から３月まで

に全国47都道府県の知事、副知事の皆様に当庁の政務及び消費者庁幹部から意見交換をさ

せていただきました。あわせて、消費生活センターの現場の相談員さん、あるいは行政職

員の方々と意見交換をさせていただくことを実施させていただきました。今、ごらんにな

っていただいておりますのは、47都道府県の開催実施の結果でございます。 

 次のページがその概要でございます。消費者庁からの要請事項として３点、各地方公共

団体の都道府県の皆様にお願いをしてまいりました。 

 １つは、消費生活センターを全県的に配置していただくこと。 

 ２つ目は、「社会への扉」を活用した県内全ての高校で消費者教育の実施をしていただ

くこと。 

 ３つ目は、消費者安全法の消費者安全確保地域協議会、いわゆる高齢者等の見守りネッ

トワークの設置の促進をお願いしたいということ。 

 あわせて、３つの裏づけとなる自主財源による消費者行政予算の充実の要請をしてまい

りました。 

 それにつきまして、知事・副知事からの主な意見でございますが、①の消費生活センタ
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ーの全県的な配置というのは、身近な窓口で相談体制を整備することは重要ということで、

広域連携も含めて検討したいというお声もいただきました。他方で、小規模な市町村での

設置は困難というお声もいただいております。このあたりは広域連携も含めての対応にな

るかと思います。 

 また、②の「社会への扉」を活用した県内全高校での消費者教育の実施につきましては、

成年年齢引き下げの影響も考慮して、重要という認識の声は、たくさんいただいておると

ころです。なお、課題としては、私立学校については、公立高校のように一律に全県実施

というのは難しい面もあるけれども、引き続き働きかけをしていきたいというお声が寄せ

られました。 

 ３つ目、消費者安全確保地域協議会の設置促進につきましては、福祉部局など既存の見

守りネットワークも存在していることから、引き続き既存のネットワークも活用しながら

取り組んでいきたい。あるいは、消費者庁に対して、実際のメリットがわかる取り組み事

例等の提供をいただきたいという御意見をいただいております。 

 ④の自主財源による消費者行政予算の充実については、地方消費者行政が自治事務であ

り、基準財政需要額による措置がなされていることから、原則的には消費者行政を行うこ

とは理解という御意見がある。それとともに、３つ目ですけれども、小規模の市町村を初

めとして自主財源の確保は現実的には厳しいという御意見もいただきました。 

 続きまして、キャラバン隊におきまして、現場の相談員さんや行政職員の皆様からも意

見交換をさせていただきました。その内容でございます。 

 まず、①消費生活センターにおける相談の状況でございますが、昨今、架空請求はがき

による相談等が急増しているということ。また、PIO-NETは、次期の2020年度に向けて刷新

をやっているのですけれども、キーワード選択の自動化、インターネットの閲覧機能の追

加、PIO-NETの検索の簡素化等の機能について御意見をいただきました。 

 また、３ポツ目、相談される方が、本人の希望どおりにならないときに、相談対応が困

難といいますか、ハードクレーマーのような相談も増加しているという御意見もいただき

ました。 

 ４つ目として、188の普及により、市町村での相談割合がふえているという御意見もいた

だいております。 

 ②について、消費者教育については、特に高等学校において取り組みが進んだという御

意見もいただきました。 

 ③の消費生活相談員の処遇等につきましては、高齢化、担い手不足が深刻だという声を

いただきました。 

 ④の地方消費者行政強化交付金については、２行目ですけれども、補正予算も含めて活

用期間の適用があると期待していたことから、なかなか厳しい。従来の定額補助である推

進交付金が変わったことによって、大変厳しい運営を強いられている。また、強化事業の

ように２分の１補助では予算獲得が困難という御意見もいただきました。 
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 ３ポツ目のところで、交付金の減少により、研修機会が限られてきている。地方開催の

増加を検討いただきたい。 

 また、強化事業のメニューについては、もう少し弾力的な運用をお願いしたいという意

見をいただきました。 

 続きまして、「地方消費者行政強化作戦」の進捗状況でございます。 

 2015年から進めてきたわけですけれども、５つの目標につきまして、進んでいるところ

もあるのですが、目標２のところで、人口５万人未満の市町村の50％以上、半分は市町村

がやってくださいというところの達成が21県ということで、道半ばというところがござい

ます。 

 それから、政策目標５で「見守りネットワーク」の構築につきましては、2019年４月末

時点において全国５万人以上のところが約550あるわけですけれども、その２割程度であ

る104市区町が、今できているというところでございます。このあたりはデータが続きます

ので、飛ばさせていただきます。 

 続きまして、地方消費者行政の現状と課題について御説明をさせていただきます。 

 まず、消費者行政の位置づけについてでございます。消費者安全法の第８条と第９条に

おいて、地方公共団体がなすべき事務、それから、国及び国民生活センターによる援助に

ついての記載を御紹介させていただいております。 

 都道府県による事務というところでは、線を引っ張ったところですけれども、市町村相

互間の連絡調整及び市町村に対する技術的援助。広域的な見地を必要とする消費生活相談

への対応。また、調査・分析であって専門的な知識・技術を必要とするものを行う。また、

広域的な見地から必要な情報を収集及び住民に対して提供する。これが都道府県における

事務でございます。 

 続いて、市町村による事務としては、消費生活相談に応じること。事業者に対する消費

者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。必要な情報を収集し、住民に対し提供

すること。都道府県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換することとなってお

ります。 

 国及び国民生活センター援助ということで、都道府県及び市町村が行う消費生活相談等

の事務の実施に関し、情報の提供その他必要な援助を行うと位置づけております。 

 続きまして、地方消費者行政予算の推移でございますが、消費者庁ができたのは平成21

年なのですけれども、その前の平成20年度を見ていただきますと、青の棒グラフのところ

が都道府県による自主財源でございます。これは125億だった。 

 それに対して、自治事務なものですから、総務省さんから地方交付税措置のほうで、基

準財政需要額で求めるこれぐらいですねというのが90億ということで、この時点では、地

方交付税措置で算定されている基準額よりも多く自治体さんが使われています。その後、

消費者庁ができて、地方交付税措置が増額されて、今は270億まで来ているということです。

これに対してファクトとして、自主財源がほぼ横ばいで推移しているというところでござ
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います。結果として、交付金を除く地方の自主財源は５割を下回っているのがデータで伺

えます。 

 参考として、地方交付税措置がどういう算出になっているかという基本的な考え方を御

紹介させていただいております。都道府県と市町村で２つものの計算になっております。

都道府県については、人口170万が標準団体というときに9600万。市町村分では、人口10万

人のところを標準ケースとして150万が計算上なっているというところでございます。 

 内訳を見ていただくと、積算内容と書いてありますけれども、その中の一つとしては「う

ち消費生活相談員報酬」というものもきちんと書かれているところでございます。 

 続きまして、地方公共団体における消費者行政予算を人口別に見たものでございまして、

この見方でございますけれども、左側２つ青い棒のところ、青い斜線のところは自主財源

の人件費と人件費以外のところでございます。今回、着目いただきたいのは、右側の黄色

に近いところです。塗り潰したところと斜線になっている人件費以外のところでございま

す。これを見ていただくと、都道府県とか一番下の政令市はほとんど交付金で人件費に充

てているところは小さいです。人口も30万人以上のところで行くと、交付金のうちで人件

費の値は６％ぐらいになっている。他方で、上から見た人口２～３万人、３～５万人、５

万人前後のあたりは、消費者庁の交付金で配分されたうちの２割から３割ぐらいを人件費

に充てているのが現状でございます。 

 続きまして、消費者庁設置以降において地方における主な地方消費者行政事務の変化で

ございますが、一言で言えば、消費者行政事務はふえています。具体的にどういうものが

ふえたかと言いますと、一つは平成26年の改正消費者安全法に基づいて、高齢者等の見守

りネットワークの立ち上げができる形になっている。あるいは、都道府県から市町村への

支援の強化ということで、指定消費生活相談員制度も導入されるというものがございます。 

 ２つ目の民法の成年年齢引き下げによる対応ということで、それはきちんと地方公共団

体において消費者教育を充実させていく必要があるということがあります。 

 また、社会情勢の変化に伴って消費者行政事務自体が複雑化、高度化しているという現

状もございます。 

 １つは高度情報社会、IT化が進む中で契約形態の複雑化、相談内容も高度化、複雑化し

ていること。 

 また、国際化に伴って相手が海外事業者、越境トラブルみたいな問題も出てきておりま

す。  

 それだけではなくて、人の流れもあります。外国から日本にいらっしゃっている方の消

費者相談。いらっしゃるというのは、訪日・在日の外国人の方の対応というものがござい

ます。 

 さらには、消費者行政自体の広がりがありまして、国際目標であるSDGsの達成に向けた

地方消費者行政の取り組みの強化あたりが最近の動きかと思います。 

 次が、交付金の活用状況でございます。 
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 今、消費者庁から旧来、29年度までであれば推進交付金事業、30年度以降は強化交付金

になったわけですけれども、その中で推進事業と強化事業をやっているわけですが、それ

がどういうふうに活用されているかについて示したものです。 

 これを見ていただくと、消費者庁ができたころ、2009年あたりで行くと、一番多かった

のが消費生活センターですとかセンターの設置、いわゆる基盤のところが３割ぐらいを占

めている。徐々に基盤のところは落ちてきたというところがございます。かわりにふえて

きているところをいいますと、一つは、啓発は引き続き安定的にふえているところがござ

います。平成27年度のところで２割ぐらいあるその他というのは、平成29年度までのもの

ですから先駆的プログラム事業というものがあります。主に言うと、これは基盤のところ

というよりは事業のところでやっておりますので、ひとくくりで分類できるような基盤と

いうよりは、むしろ啓発のところに近いかと思いますけれども、そこの事業についてが多

かったということはあるかと思います。 

 あと、人件費もここ数年は安定的に３割ぐらいのところで推移しているところでござい

ます。 

 相談窓口の状況でございますが、平成21年のところから30年を比べていただきますと、

この10年ほど、箇所で行くと501カ所から855カ所というふうにふえてきている。その動き

を見ると都道府県のところは減ってきているかわりに、市町村区において、数で行きます

と平成21年が351だったものが平成30年には725カ所ということで、市町村でのセンターの

立ち上げがふえてきている。その分、役割分担で都道府県は減ってきているところがある

と思います。 

 （２）のセンター設置率というカバーしている自治体数を見ていただきますと、平成21

年のところで21％であったところが、平成30年度には63％ということで、今、消費生活セ

ンターのカバー率が６割になっております。 

 消費生活相談の状況でございますが、今、市町村のほうにどんどんふえていることを反

映いたしまして、相談受付件数自体は、県と市町村を足した合計点が棒グラフになるわけ

で、そこ自身は100万件でほぼ横ばいになっているかと思います。他方で、県及び市町村で

受けたうちのどれくらいを市町村で受けているかという相談分担率を見ると、平成21年度

は61.9％で、６割ぐらいは市町村で受けていた。それが平成29年度では73.4％ということ

で、７割強を市町村で受けているという形で、市町村での役割がふえてきていることがご

ざいます。 

 消費生活相談員さんの処遇等の状況につきましては、平成30年度については、前年度に

次いでほぼ横ばいであったということでございます。 

 消費者ホットラインの認知度でございますが、我々の消費者月間でできるだけ「188」の

ひもを設けて頑張っておるのですが、残念ながらまだ総数で見て、番号も知っている人が

6.6％で、内容まで知っている人は厳しくて4.3％ということで、なかなかまだ１割弱のと

ころでとどまっている。年齢別に見ると高齢者の方の認知度は相対的には高いのですが、
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若い人のところは依然として低いというところがございます。 

 続きまして、研修への参加状況につきましては、上の９割ぐらいで推移しているものが

消費生活相談員さんで大変皆さん頑張っていただいているところがございます。他方で、

事務職員の研修の参加率なのですが、４割ぐらいで落ちてはいなくて横ばいなのですけれ

ども、相談員さんに比べると低いなというところが結果として出ております。 

 次、消費者教育への取り組みということで、我々、民法の成年年齢引き下げへの対応と

いうことで、昨年度から若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを実

施しております。今回、集中強化期間を2018年度から2020年度の３年間を強化期間として

おります。それで見ますと、今、目標で行くと何とか2020年度までには全ての県の全ての

高校で「社会の扉」などを活用した消費者教育を実践すること。また、右側で消費者教育

コーディネーターを全ての県に配置することを目標としております。 

 続いて、見守りの担い手のデータでございますが、我々としてはやはり地域の見守り、

サポーターであったり、あるいは消費生活協力団体をふやしていきたいと思っております

けれども、現状としてはまだまだ道半ばということで、このあたりも今後、御議論いただ

ければと思っております。 

 ちょっと駆け足になって申しわけありませんが、以上が事務方からの説明でございます。 

○小西座長 ありがとうございました。 

 資料は一通り御説明いただきたいと思いますので、小林委員から都道府県の消費者行政

調査報告書について御報告をいただきたいと思います。 

○小林委員 ありがとうございます。 

 全国消費者団体連絡会の小林と申します。よろしくお願いいたします。 

 きょうはこのような機会をいただき、ありがとうございました。 

 全国消費者団体連絡会は、全国の49の消費者団体によって構成される連絡会でして、「地

方消費者行政プロジェクト」という各消費者団体メンバーと弁護士によるグループを設け、

地方消費者行政の強化、充実に向けて、調査、提言活動などをやっております。 

 この間、2001年から2009年まで、都道府県の消費者行政について同様の調査をしてきま

した。その調査結果をもとにして、消費者庁の設立や、地方消費者行政に対する国の支援、

自治体における消費者行政の位置づけを高めるための取り組みに生かしてきた経過があり

ました。 

 2009年の消費者庁発足後は、自治体の消費者行政の概況調査は消費者庁さんのほうでや

られることになったので、全国消団連の調査は終了しておりました。 

 ただ、今回、調査を再開することになったきっかけとしては、地方消費者行政交付金の

措置が2017年度で一区切りということがあって、2018年度消費者庁予算案では交付金が概

算要求どおり確保できなくなり、大きく削減されたことから、これは消費者団体としても

自治体消費者行政への現状を改めて調査しようではないかということで、取り組みを再度

スタートいたしたという経過がございます。 
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 まず、2017年12月に急遽、都道府県の消費者行政部門に対して、次年度の交付金予算に

対するアンケートをとらせていただいて、結果をまとめるとともに意見書の提出をいたし

ました。加えて、2018年度の都道府県の消費者行政調査を行い、あらためて意見書の提出

をしたという次第です。 

 今、ごらんいただいているページが調査の概要などを載せておるところでして、実施の

期間としては、2018年６月から１カ月ほど。47都道府県に対して調査をさせていただいて、

全ての都道府県から回答をいただいております。 

 最初のページに概要のポイントをつけておりますが、きょうは比較的時間もいただいて

おりますので、ここは後で見ていただくとしまして、次のページの「１．消費者行政の体

制について」のところから報告させていただきます。 

 「１．消費者行政の体制について」ですが、職員数や相談員数の状況などについてお聞

きしました。2018年度の職員数ですが、2009年に私どもの調査を行ったものとの比較で見

ますと、89.1％ということで10年間で122人減少していることがわかりました。 

 「２．都道府県の消費生活相談員の雇用形態について」ですが相談員数は2009年度比

91.9％で、10年間で52人の減少ということがわかりました。雇用形態については、定数内

職員はおらず、法人委託を除けば全て定数外ということがわかりました。 

 資格保有率についても聞きましたが、都道府県ごとに大きな差があることがわかりまし

た。相談員さんに期待される役割が先ほども見たように年々ふえておりますこともありま

して、地方における資格取得のための学習機会の創出等の支援なども必要だと考えており

ます。 

 「３．区市町村の消費生活相談員の雇用形態について」ですが、そもそも市町村の相談

員の雇用形態は把握していないという回答が大変多かったということでした。また、資格

保有率についても都道府県以上に区市町村の資格保有率にばらつきが多いことがわかりま

した。まずは、実態の把握が必要だと考えております。 

 ４番で消費生活センターの相談窓口の開設状況であるとか、メール相談の受付有無につ

いて聞いております。 

 ５番のところで、消費者行政に関する研修への参加状況について聞いております。考察

などはお読み取りをください。 

 ６番のところで、2017年度と2018年度の消費者行政予算の比較について聞いております。

交付金については、御存じのとおり2017年度で一区切りということになりまして、国とし

ては、今後は自治体における自主財源への移行を進めてほしいという意図があったと思わ

れます。しかし、調査結果を見ますと、都道府県の自主財源の増額分よりも基金・交付金

の減額分のほうがトータルでは大きいことがわかりました。これは、自主財源への移行が

十分に行われなかったということで、消費者行政の後退につながりかねない事態だという

ふうに考察をしております。消費者庁には地方支分部局がないこと、相談情報のPIO-NETへ

の登録や国に対する重大事故情報の通知など地方消費者行政がやるべきことはふえている
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ことを踏まえると、地方消費者行政の後退は国の消費者行政の後退になりかねず、予算総

額の増額を手当することが焦眉の課題と考えております。 

 こうした基金・交付金の削減が大きく影響していると思われるのは、研修の開催費とか

研修の参加費で、いずれも50％近くが減額されていることがわかりました。 

 ７番では、消費生活センターの消費者教育や啓発関係の事業についてお聞きをしました。

教育や啓発の事業予算を2017・2018年度で比較すると、総額が大きく減少していることが

わかりました。あわせて、外部委託事業費ということで、自治体によっては地域の消費者

団体などに事業委託をしているケースもあるわけですが、こうしたものも大半の都道府県

で減額となっていることがわかったということです。 

 交付金の減額がどういう点にあらわれるかというと、言われていますとおり、多くの自

治体で、相談体制については維持をする一方、やはり消費者教育や啓発事業に及んでいる

ことが伺えたところです。しかし、消費者教育の必要性については、この間言われている

とおりでして、ましてや成年年齢引き下げという情勢もありますので、さらなる強化が必

要だと考えております。 

 ８番ですが、相談件数とあっせん件数についてお聞きをしました。 

 継続相談件数の記録の有無を伺ったのですが、ほとんどの都道府県で記録をされていな

いことがわかったということと、あっせん率については、都道府県によりばらつきが大き

いことがわかりました。 

 ９番以降で、地方消費者行政交付金メニューの活用状況について伺いました。 

 交付金メニューが幾つかあるわけですけれども、消費生活センターの整備事業について

は、活性化基金の時代から取り組まれてきたということで、都道府県レベルでは完了度が

高いことがわかりました。 

 推進交付金事業のうち、多くの都道府県で取り組まれたのが、消費生活相談員の研修、

消費者教育の推進、事業者指導や法執行強化事業ということです。 

 未終了の事業についてもあわせて伺いました。内訳としては、消費者教育の推進、消費

生活相談員等の研修、地域の見守りネットワークの推進の順になっておりまして、自治体

の認識としてはこれらの事業については、まだやるべきことが多いと思っていらっしゃる

ことが伺えます。 

 関連する設問で、10番のところになりますが、都道府県の地方消費者行政推進交付金メ

ニューのうち、中止・縮小した事業について伺いました。中止・縮小した事業の内容につ

いては、消費者教育の推進や相談員研修、事業者指導や法執行強化という御回答が多くて、

先ほどの御回答と重なる点が多い。すなわち、自治体としては引き続きやることが重要だ

という認識にありつつも、財政的な要因で事業を中止・縮小せざるを得なかったというこ

とがわかりました。 

 11番では、2018年度から模様がえをした消費者行政交付金の強化事業メニューの活用に

ついてお伺いしました。 
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 新たに幾つかのメニューが組まれたというところですが、活用度を多い順に聞きますと、 

「国の重要政策に係る消費生活相談員レベルアップ事業」「若年者への消費者教育の推進」

食品ロス削減の取組」「消費者安全確保地域協議会の構築等」です。 

 一方、活用されていないメニューもありまして、「原料原産地表示の普及啓発」「消費

者志向経営の普及・促進」「訪日、在日外国人に対する相談窓口の整備」「公益通報者保

護制度の推進」事業といったものは、活用がゼロ県というメニューもありましたし、非常

に少ないというメニューもあったというところです。 

 他方、若年者への消費者教育の推進という、これは社会的ニーズもあるし、活用されて

もよさそうだというメニューも思ったほど活用がなかったことがわかりました。要因とし

て考えられるのが、補助率が従来10分の10活用できていたのが２分の１になったというこ

との影響ではないかと考えられます。 

 消費者団体としても地方消費者行政のいろいろな事業には期待するところですが、こう

した交付金事業を組み立てるに当たって、やはり自治体のニーズを踏まえて、従前の地方

消費者行政推進交付金のように自治体の問題意識、必要性に見合った形で支援をしていた

だきたいと思っているところです。 

 12番ですが、財政的な課題として、都道府県の消費者行政に係る地方交付税の基準財政

需要額についてお尋ねをしました。そもそも基準財政需要額を御存じですかというところ

から伺いまして、把握している場合、貴部局の消費者行政に係る基準財政需要額を教えて

くださいとお尋ねした次第なのですけれども、回答としては、知っていると回答された自

治体が都道府県でいうと３県にとどまったというところです。 

 ３県御回答いただいたのですけれども、その額についてもかなり桁の違いが見られて、

書いていただいた正確性については正直、疑義があるという感じで、どこまで正確にこの

基準財政需要額を把握されているのか、心もとないということがわかりました。 

 考察に書いているとおりですが、そもそもほとんどの都道府県で把握されておらず、現

状では自主財源の拡充にこの措置がつながっているとは言えないことがわかりました。国

によるさらなる周知、首長への働きかけに加え、自治体ごとの地方消費者行政に係る基準

財政需要額を公表するなど、もう一段の取り組みが必要と考えております。 

 13番ですが、消費者安全確保地域協議会の設置状況についてお尋ねをしました。残念な

がら全国的に進んでおらず、今後の設置予定もない都道府県が大半という結果になりまし

た。 

 既に設置している都道府県についても、協議会の活動状況を伺ったのですが、年１、２

回の会合の開催と回答をいただいたところが多くて、さらなる実効性の確保が課題だと考

えております。 

 14番からは自由記入欄ということでお尋ねをいたしました。ここ以降の設問は、自治体

名は公表しませんので率直にお書きくださいとしておりましたので、生の声が集まったと

思っております。 
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 「14．消費者行政に必要な自主財源が確保できるようになるために必要なこと」は、こ

ちら側の意図としては、自主財源確保のために自治体として工夫していることをお書きい

ただきたいと思っていたのですが、結果としては、工夫ぶりを御回答いただいた自治体は

残念ながら余りいなくて、むしろ非常に厳しいのであるという回答が大半を占めました。

厳しい財政状況の中、自主財源を確保するためには、庁内における消費者行政の優先度の

高まり、消費者問題に対する社会的な関心の高まりが重要といった回答が多くて、財政当

局に理解を得るために大変苦慮しているという状況が伺えました。 

 また、回答の中には、地方交付税の算定方法について明らかにしてほしいという要望も

出されておりまして、現状では、基準財政需要額が自主財源確保に結びついていなくて、

そのために国からもさらなるアクションがほしいということが伺えました。 

 言われておりますとおり、この間、消費者庁の創設によって地方消費者行政の強化は進

んできた面がありつつも、一方で、地方行財政改革ということもありますので、自治体全

体の予算の縮小に対応して、それ以上に自治体消費者行政予算は苦戦していることが伺え

ます。 

 ここで、唯一前向きなというとちょっと語弊があるのですが、工夫として書いていただ

いた御回答が、財政部局に対して消費者被害救済金額のデータを示し、事業の必要性を示

して一般財源を確保しましたということを書いていただいた自治体が一つだけありました。 

 こうした好事例はほかの都道府県でも取り組めるように、消費者庁としてもノウハウを

ぜひ他の自治体にも紹介などして底上げにつなげていただきたいと考えております。 

 15番が国、消費者庁に対して要望することになります。圧倒的に財政に対する要望が多

かったということでありまして、今後も交付金の継続を求める、安定的な財政確保や柔軟

に活用できる財政支援を求めるという要望がほとんどでありました。 

 内容としても補助率が高いということ、相談体制の維持など中期的に活用可能な交付金

事業の創設や地域の実情に合わせた交付金メニューの見直し等、制度の改善や使いやすい

新たな財政措置の創設を望む声が多かったということです。 

 また、御提案として、消費者安全法の改正であるとか、地方消費者行政を地方財政法10

条に位置づけるなどの形で、恒久的な国の財政負担につなげてほしいという提案もいただ

きました。また、消費者庁として、総務省や財務省に対して積極的な働きかけをしてほし

いという声も多数いただきました。 

 最後、16番が消費者団体に対して期待することということで、消費者教育や見守りネッ

トワークの担い手等地域での問題解決に向けて役割発揮に期待してほしい、政策提言など

の活動に期待するという声もいただいております。 

 これを受けて、私どものプロジェクトとして、国に対して「地方消費者行政の充実・強

化のための意見書」というものを提出させていただきました。前文のところはお読み取り

をいただきたいと思います。 

 １項目ですが、国は地方消費者行政への恒久的な財政措置を講じてくださいということ
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です。地方消費者行政はこれまで自治事務ということでやってまいりまして、交付金措置

も期間限定ということであります。そうはいいましても、先ほども見たように地方消費者

行政の事務の中には、消費者相談を受け相談情報をPIO-NETに登録すること、国に対して重

大事故情報を通知すること、特商法や景表法に基づく行政処分を実施することなど、国と

地方に共通の利害を有する事務が含まれています。 

 そこで、地方消費者行政は地方自治という考え方自体を一部見直し、地方財政法第10条

に地方消費者行政を盛り込むなど、国が地方消費者行政に対し、恒久的な財政措置を行え

る仕組みを講じてくださいと述べています。 

 ２点目ですが、地方消費者行政交付金は自治体の活用しやすさを考慮した制度設計をし

てくださいということです。現状としては、地方自治体の自主的な取り組みを支援する財

政措置の継続が不可欠ですという認識のもとで、2018年度強化交付金はメニューが自治体

のニーズに合っていない、補助率が２分の１という活用しにくい課題があります。今後は、

地方消費者行政担当者の意見を聞き、より使い勝手のよい交付金とすることが必要ですと

述べております。 

 ３点目ですが、先ほど地方交付税の基準財政需要額のお話をいたしましたが、地方消費

者行政の自主財源確保のため、国は地方消費者行政に係る自治体ごとの基準財政需要額を

周知・公表してくださいということです。 

 そもそも自治体の消費者行政担当者が、この基準財政需要額が把握していないというこ

とが今回の調査でもわかったということを受けて、国は、地方消費者行政に係る自治体ご

との基準財政需要額を周知・公表し、自治体が消費者行政の自主財源を確保しやすくする

べきですということを述べております。 

 ４番が、消費者庁は地方消費者行政の充実強化のために、働きかけを強化してください

ということで、現在の地方消費者行政強化作戦で目標としている項目で、未達成のものが

まだ多くあります。特に、消費者安全確保地域協議会の設置は身近な地域での消費者被害

の防止に大きな効果が期待できるものと考えます。また、地方消費者行政が取り組むべき

施策が大幅に増大している中、担当職員数が横ばいまたは減少している状況に対して、国

は増員に向けた具体的な対策を講じる必要があります。 

 さらに、地方公務員法、地方自治法の一部改正により、会計年度任用職員制度が設けら

れることになり、相談員さんの中に不安が広がっている状況があるということですが、消

費生活相談員の地位や待遇については、その求められる専門性に対して高い評価がされる

こと、その結果として、より質の高い相談体制が確保されることが、消費者のためにも必

要です。自主財源の増額や消費者安全確保地域協議会の設置など、首長の考え方次第で地

方消費者行政の充実・強化が進む状況も見られます。強化作戦の達成を目指し、消費者庁

は地方自治体への働きかけを強化してください。 

 以上、４項目にまとめまして、消費者担当大臣を初め、財務大臣などにも提出をいたし

たということでございます。 
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 以上、全国消団連地方消費者行政プロジェクトの調査概要並びに意見書を御紹介させて

いただきました。どうもありがとうございました。 

○小西座長 では、もう一つ残っていますので、資料５を御説明いただければと思います。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 それでは、事務方から資料５について説明させてい

ただきます。 

 「地方消費者行政強化ビジョン」策定のための懇談会での主な論点です。 

 １．目、地方消費者行政の役割ということで、国、都道府県、市町村の役割はどう考え

たらよいか。 

 また、消費生活センター、消費生活相談員さんの役割をどのように考えたらいいか。 

 また、その他のステークホルダー、適格消費者団体の方々、地域における消費者団体の

皆様方の役割。 

 ２．目で、地方消費者行政の現状と評価につきましては、地方消費者行政強化作戦の進

捗状況。 

 また、地方消費者行政の財政状況についてどのような評価を行うか。 

 ３．目、地方消費者行政強化に向けた推進方策で、当懇談会の場合は、ここが一番メー

ンとなるといいますか、最後はここを考えていくことが中心になります。 

 地方消費者行政強化作戦にかわる新たな目標の設定をどう考えたらよいか。 

 具体的に言えば、消費生活相談体制の整備について。 

 ２つ目は消費者教育の充実について。 

 ３つ目は見守りネットワーク、高齢者の活用も含めた高齢者の消費者被害の防止につい

てどう考えるか。 

 ４つ目は持続可能な社会ということで、SDGsへの取り組みをどう考えるか。 

 最後は地方消費者行政推進のための地方版の消費者基本計画の策定についてどう考える

か、というあたりが新たな目標の設定にあたっての論点になってくるかと思います。 

 ３の（２）でございますけれども、その目標を設定した上で、体制整備をどうあるベき

か。 

 目標達成に向けた推進体制。 

 また、目標達成に向けた財源の確保をどう考えたらよいかというところが論点になって

くるかと思います。 

 繰り返しになりますけれども、まず、現状を評価した上で、何が足りなくて何を新しい

目標に設定しなければならない。その目標達成をセッティングしたところで、体制整備を

どう考えたらいいかについて、この懇談会で御議論いただければと思っております。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○小西座長 では、今、御説明いただきましたので、まず、資料に関して御質問があれば

承りたいと思います。その上で、意見交換としたいと思いますので、まず、御質問があり

ましたら、どうぞよろしく。 
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○生水委員 資料を戻ってみようと思えば、個人にして、あと、戻していったらいいとい

うことですか。そのときは、皆様には反映されなくて、自分のところだけが。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 そうです。もし、御発言いただくときは、発表者の

ところを押していただいて。 

○生水委員 そうすると、皆様と同じページが見えるということですね。 

 わかりました。理解しました。 

○小西座長 それでは、意見交換と思うのですが、多分、今、画面が資料５になっている

と思います。これが事務局から提示いただいた論点でありまして、この柱でよろしいかど

うかということをお伺いして、構わないということでしたら、この画面を皆さんに見てい

ただきながら意見交換をしたいと思います。 

 まず、これで落ちているとかこの柱の立て方に少し問題があるのではないかという御意

見がありましたらと思いますが、よろしゅうございますか。 

 では、基本、この枠組みの中で１番から順番というわけではありませんので、何か御発

言いただければと思います。こんな声ですので、できるだけ委員の方同士でお話しいただ

ければと思います。 

 どうぞ。 

○小林委員 ちょっと皮切り的に。 

 新しい強化作戦の検討を進めていく上での前提として重要かなと思っておりますのが、

この論点（案）の２の１にもありますような地方消費者行政強化作戦の進捗状況を把握す

ることが一つです。 

 もう一つ重要だと思っておりますのが、地方消費者行政交付金の減少による自治体現場

への影響、実態の把握だと思っておりまして、地方消費者行政の世界で言いますと、この

間の交付金の減少が大きなエポックだったと捉えております。 

 私どもも2018年１月に意見書を出しておりまして、消費者庁は今回の交付金減額が自治

体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、国として補正予算で手当してくださいとい

うことを述べています。趣旨としては、各自治体が平成30年度の交付金を活用して行う予

定だった事業のうち、今回の交付金減額により削減、中止となる事業、たとえば消費者相

談、消費者教育、広報啓発、消費者団体支援等について消費者庁としてまず把握してくだ

さい。これらの事業が削減、中止となったことで地方消費者行政が後退することがあって

はなりませんということを述べております。 

 そのあたりの実態把握というものは、消費者庁さんのほうではされているものはありま

すかというお尋ねです。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 事務局からお答えさせていただきます。 

 ２ポツの（１）の地方消費者行政強化作戦の進捗状況を把握することは大変重要だと思

っております。本日は、時間が限られていたこともあってさらっと資料だけをお出しして、

説明はほとんどはしょってしまいましたけれども、我々は毎年度消費者行政の中でも現況
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調査を実施しておりまして、それで毎年度進捗状況、見守りネットワーク等であれば月末

ベースで達成数がどれくらいかということを把握しています。ですので、それを見て現状

の強化で言うと、正直言って例えば、相談窓口は全ての地方公共団体のほうでできている、

あるいは人口５万人以上の市町であれば、９割以上達成しているので、結構進捗したかな

というところがあります。 

 他方で、課題としては、先ほど御説明したように、人口５万人未満の市町村のところで、

なかなか達成が難しいという課題がある。それについては、広域連携での取り組みが大事

であると考えております。 

 また、その中でいうと、地方消費者教育の地域協議会の設置とか、基本計画については、

今、全ての都道府県で計画及びその消費者教育の地域協議会ができているという現状がご

ざいます。 

 ずっとしゃべってしまうと、口頭だけになってしまうので、お手元の資料に戻っていた

だきまして、私も自分のペースでしゃべってしまい申しわけありません。 

 資料３－２でいきますと、達成したものとしては、今、申し上げたような100％ではない

にしても人口５万人以上の全市というところはある程度まで達成してきている。あるいは、

適格消費者団体の空白地域解消というところは、全てのブロックで設置済みになっている。

また、政策目標４の消費者教育の推進については、都道府県レベルであると47都道府県全

てで、消費者教育の推進計画が策定されている。あるいは、消費者教育推進地域協議会が

設置されている状況でございます。 

 他方で、まだ道半ばというか今後の課題になっているところの１つは、先ほど小林委員

からも御説明がありましたけれども、見守りネットワークの構築がいまだしというところ

があります。 

 また、繰り返しになりますけれども、人口５万人未満の市町については、広域連携をす

ることによって県内全域をカバーしていくことが課題であると思っております。 

 ２つ目の実態把握をするために消費者庁がどのような調査をしているか。新たに調査を

すべきではないかという御質問をいただきました。我々としては、先ほど御説明させてい

ただいた資料３－１でございますけれども、31年の１月から３月まで全国47都道府県に職

員を政務・幹部の方に随行させていただいて、知事・副知事との意見交換だけではなくて、

現場の相談員さんと意見交換をさせていただいたというところで、最新の情報を意見交換

させていただいております。 

 また、定量的な話に進みますと、今年度もまた、消費者行政の現況調査を引き続き、都

道府県だけではなくて全市町村も含めて、全自治体さんのほうに御協力をいただきながら

実施しておりますものですから、その情報を合わせながら我々としては調査を進めていき

たいと思っております。 

 現時点では、これに加えて何かというよりは、今のところいただいたキャラバン隊での

定性的あるいはそのときにいただいた定量的な情報も含めて。それから、毎年度の消費者
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行政の現況調査での状況を踏まえながら調査を進めていくという方針でおります。 

 それが、今、小林委員からいただいた２つ目の御質問への回答でございます。 

○生水委員 野洲市役所の生水です。 

 私のほうから３点、お話ししたいと思います。 

 １点目は先ほど、市町村における相談件数がふえているというお話がございました。こ

れは当然の結果だと思っておりまして、なぜかと言いますと、野洲市では、１年間の相談

件数は30年度が1,258件で、60歳以上の御相談者の割合が55.9％、なかでも70歳以上が一番

多い状況です。高齢者の方の相談については、解決するだけでは、二次被害の防止にはな

りませんので、その後の見守りとして、認知症なども発見されるケースもあるので、地域

包括支援センターが家庭訪問したりとか、金銭管理で社会福祉協議会におつなぎしたりし

ます。そうすると、福祉部局との連携がなくては、高齢者の御相談に対応できず身近な地

域でサービスがしっかりと届けられるような窓口での御相談が非常に重要であると思って

おります。 

 そうしたところから、消費者安全確保地域協議会の推進を消費者庁が進めている状況は、

今回の資料の中でもわかりました。 

 野洲市でも安全協議会については、29年度から立ち上げておりまして、ことし３年目に

なります。昨日、協議会を実施しまして、市役所関係課合わせ11団体の方に来ていただい

ております。 

 この経験としまして、実は協議会を立ち上げるだけでは機能しないと思っております。

この設置をする意味というのは、消費者庁が持ち得る顧客名簿を入手して、そこから具体

的な見守り対象者をきちんと把握して、その方々の情報を区分けして、民生委員、児童委

員、警察であるとか、地域包括支援センター、保健師、障害者担当などのところに情報提

供して、ハイリスクな市民をピンポイントに見守りをすることにこの協議会の意義がある

のではないかと考えております。 

 ですから、安全協議会の設置を促すと同時に、有益な情報が入手できる状況ですので、

見守りリストを活用した見守り活動を推進することが必要だと思います。あと、野洲市で

は警察からも詐欺リストの名簿を入手しまして、警察と一緒に見守り活動を推進している

ところから、警察との連携も強化いただきたいと思います。 

 なぜ、安全協議会の設置が進まないかというと、恐らく福祉部局と消費者行政の連携が

うまく進みにくいところがあるのかなと思っております。全庁的な動き、また、地域の関

係機関との連携を進めようと思うと、日ごろからの相談の中で福祉部局との連携をより進

める必要があるところから、消費者庁も厚労省やさまざまな省庁と調整いただきたいと思

います。特に老健局との調整は必要なのだろうと思っております。 

 ２点目は予算になりますが、野洲市は強化事業を一切使っていないです。なぜかという

と、２分の１の事業でしたら、うちの財政当局からはテーブルにも着かないと言われてお

りますので、10分の10のみです。 
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 野洲市は平成28年10月に「野洲市くらし支え合い条例」を設置しまして、生活困窮者支

援と消費者行政を包括的に取り組んだ条例として運用しているところです。これは活性化

交付金の10分の10の予算があったからこそ条例ができたことです。もし、なかったらこの

条例はできていなかったです。今後、この推進事業予算がなくなって、２分の１の強化事

業だけになった場合には、野洲市の消費者行政は衰退します。予算がつかないです。これ

は、全国的に非常に注目いただいて、視察も非常に多い中でありますが、推進事業予算が

なくなれば、財政難の非常に厳しい野洲市において事業を実施することは困難であるとい

う切実な状況を分かっていただきたい。 

 ３点目、頼れる消費者庁として平成20年に設置されたいきさつの中において、地方消費

者行政を応援いただくことを一番考えていただくのであれば、恒久的な予算措置をぜひと

もお願いしたいと思っております。 

 先ほど地方財政法の10条の改正というところがございましたが、自治事務であっても消

費者安全法の改正により、恒久的な予算措置は可能だと考えますので是非検討を願います。 

 以上です。 

○古川委員 それでは、地方行政、県の立場で感じている部分というか、きょう、小林委

員のお話をいただいた内容等を踏まえてお話をさせていただきたいのですけれども、地方

行政の状況としては、先ほども調査の中に現状はよく出ていると思います。 

 そういう中で、私ども長野県は77の市町村がありまして、非常に小規模な町村も多い中

で、いろいろお声を聞きますと、なかなか消費者行政に手をつけていくマンパワーもない

し、予算もない。そのお話を伺う中でよくお聞きするのが、優先度が低いという認識をさ

れているところなのです。先ほどの小林委員のお話の中で、自主財源をどのようにつけて

いくか方策がないという話で、先ほど野洲市さんのお話もございましたけれども、どうし

ても補助金があるから予算をつけるという感覚が財政当局にはあります。 

 一方で、やはり行政にすれば、住民ニーズがあれば、それは優先度が高いことになるの

だと思うのです。実際に私ども消費生活センターでいろいろな相談業務に当たっておりま

すけれども、そもそもの部分から言うと、私どもで言えば県民の皆さんですが、国民の皆

さんに消費生活相談という部分のものが、一体どういうことをやっていただけるのかが、

十分認知されていないのではないかなと。 

 何か相談すれば答えてくれることはあるかもしれないのですけれども、そうではなくて、

消費者の皆さんが自分で学んで賢い消費者になっていく中で、やはり事業者との差がある

中で、いろいろな支援をしていく、助言をしていくことが消費生活センターの役割なので

すというところが十分に理解されていないのではないかと。 

 そういう意味で、そういう相談窓口とかの必要性とかが、例えば首長さんに声として届

いていかないことがあって、なかなか事業ができないことが一方ではあるのではないかと。 

 今回の論点の中で、消費生活相談体制の整備もございますけれども、そういったところ

をどういった体制をとっていくかということが明確になっていかないと、都道府県と市町
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村が連携して、さまざまな啓発をやったり、相談に答えていくことをやっていかなければ

いけないと、私どもも現場ではそういう認識ではございますけれども、そこのところがい

ま一つはっきりしていないかなと。 

 そういったところをもっと強化していかないと、実際にそういった消費者行政の被害防

止とか相談とかいった住民の皆さんが活用できるような体制にならないのではないかと感

じておりますので、そういったことでぜひ今回、いろいろなお話を伺えればいいなと思っ

ておりますし、お願いができればと思っている次第です。 

 以上です。 

○小西座長 生水委員から、２分の１が補助金だったら、箸にも棒にもかからないという

ことは、結構衝撃的なのですけれども、私も関西ですので野洲市はイメージがあります。 

 古川委員、長野県内の市町村も同じ感覚ですか。２分の１補助金だと箸にも棒にもかか

らないと言われますと、国の省庁で補助金行政をやっているところは何も動かないことに

なります。 

○古川委員 本来でしたら、これは自治事務ですし、当然やっていかなければいけないし、

住民のニーズとかがそれぞれの財政当局であったり首長さんであったり、そういうところ

に我々は訴えていく役割ですけれども、そこができればたとえ２分の１であってもやって

いらっしゃる市町村はあるわけで、そこのところは行政としての優先度で判断をされてく

ると思うのです。 

 残念ながら、先ほどちょっとお話をしたように、例えば小さな町村とかの場合ですとそ

れよりも別の業務にウエートが高いと判断をされてそういう施策をされていらっしゃいま

すので、例えば、地域協議会でこれをやればこういうメリットがあります。見守りネット

ワークを全市町村に設置したいということで長野県も進めておりますけれども、これをや

ることによってこういうメリットがありますということをきちんと伝えていく必要があろ

うと思います。 

 一方で、先ほどお話がありましたように、福祉部門では高齢者の見守りはさまざまな手

だてをとって、ほぼ同様のメンバーのそういうネットワークがございますので、そういう

ものは先ほどキャラバンの報告にもありましたけれども、活用できるのではないかと我々

も考えておりますので、そういうところはもっと柔軟性を持ってできる方法があるのでは

ないかと感じている次第です。 

○小西座長 ありがとうございます。 

 私も野洲市の財政は、会議に電話して野洲市の消費者行政が日本はリードしているのだ

と。そのことについて、認識がないのではないかと電話しようかと思うぐらいのことなの

です。ですから、２分の１だとだめです。10分の10にしてくださいというのはまさにその

とおりなのです。10分の10はハードルが高いです。 

○生水委員 よろしいでしょうか。 

 うちの財政の名誉もございますので、今も10分の10の推進事業費を活用させていただい
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ておりまして、条例等もつくらせていただいて、非常にありがたく思っております。そう

した効果は非常に感じております。 

 ただ今後、消費者行政をしっかり根づかせて発展させるためには、補助金行政ではだめ

だと思っております。それは先生のおっしゃるとおりでございます。だからこそ、補助金

行政ではなくてしっかりと法律の中に財源を位置づける国庫負担金と位置づけられること

で、恒久的に事業を安心して市町で行っていけるという発想の転換をぜひとも持っていた

だきたいと考えております。 

○小西座長 どうぞ。 

○国府委員 先ほど小林さんが言われた強化作戦の進捗状況にまた議論が戻りつつ、今、

御発言なさったお二人の御意見を聞きながらいろいろ感じたところがあって発言させてい

ただきたいと思います。 

 強化作戦をこれまでものものを振り返って達成状況を見ることはもちろん大事なことで

す。 

 各地に消費生活センターが非常に普及してきたという現実もある。そのためには、相談

員の人たちの人件費を従来は活性化交付金などによって支給する形がやられてきたのが強

化交付金となって、相談員の人件費も出せないのではないかという不安があるということ

が現状だろうと思います。 

 その中で、事務局から御報告があったように、小規模の自治体ではまだ消費生活センタ

ーの普及が十分目標を達成できていないわけですので、我々としては、これまでの強化作

戦が終わってまたゼロからのスタートというのではなくて、強化作戦で達成できたところ

はいいにしても、達成できていないところは引き続きどうやって引き上げていくのかとい

う観点が必要だろうとこれは皆さんそうお考えであると思います。 

 それから、もう一つ懸念するのは、達成できている５万人以上の市町村でも、この予算

措置の問題がどう影響するのかということが気になるところです。資料３－３の５枚目に

人口規模別の消費者行政予算というものがありまして、これを見ると、先ほどもあったよ

うに５万人前後の市町村では、交付金による人件費の占める割合が非常に高いです。消費

者行政予算の25％ないし30％ぐらいが交付金によって人件費を賄っている状況があります。 

 そうすると、実は我々は相談体制が実現できたと思っていたのだけれども、予算的な措

置の結果、こういったところがまたずるずる落ちていく可能性はないか。 

 そういうことがあるとしたら、やはり引き続きこの部分については、手当していく必要

があるのかないのか見定める必要がある。そういう意味では、平成30年度から推進交付金

が終わった状況の中で、各市町村の動向を事務局のほうでもそれなりに把握していただく

必要があるのではないかと思いました。 

 それから、長野県の課長さんからお話があった住民のニーズがないという意味で消費生

活センターに対するニーズなり、消費者行政に対するニーズがどうなのだろうかというと

ころの問題も我々は考えていく必要があるのですが、僕が見ている限り消費生活センター
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で相談した人たちは、非常にみんなありがたがるというか、お世話になっている。消費者

行政の部門はほかの行政部門と比べると、市民から非常にありがたがられる部分が大きい

部門で、そういう意味では住民のニーズがあるという側面があろうかと思うのです。 

 他方、余り知られていない、何かあったら何があっても警察に相談に行く方がいらっし

ゃいますよね。民事の紛争であろうが何であってもまず、警察へ相談に行く。警察は、明

治から150年、非常に身近な行政機関ということでそういうことになっているわけですが、

そう思うと、昭和50年ごろからできてきた消費生活センターは、まだまだ市民にとっては

知られていないところです。 

 知られていないからニーズがないように見えるのだけれども、知った方たちは非常に高

く支持している行政機関であるということからすると、やはり消費生活センターの設置普

及を、たかだか10年間やってきただけなのだから、警察のように明治から150年とは言わな

いまでも、これからも20年、30年やっていって、多くの皆さんが消費生活センターで非常

に助けられた、本当に家族の中で悶々としていたものが、一遍に霧が晴れたようだという

思いをされる方が非常に広がっていくことが、センターに対するニーズの掘り起こしにつ

ながっているわけで、その意味でもセンターの認知度を上げる10年間の取り組み、やって

こられたことをさらに継続していく必要がある。 

 そういった場合に、いつもネックになるのが、消費者行政は自治事務だから、いつまで

も国から財政措置はやれないのだという言い方をされてきているわけです。僕は自治事務

というドグマではないのかと思ったりしているのです。確かに身近な法律相談、生活相談

という形になると自治事務かもしれないけれども、消費生活センターでやられている相談

のかなりの部分は景表法違反の問題であったり、特定商取引法違反であったり、法律違反

の問題です。これらは本来的に国の事務という性質をもっています。 

 しかも、法律違反問題は、特定の市町村とか特定の都道府県の中だけで起こっているの

ではなくて、複数の都道府県にまたがるような、通信販売になると全国規模の景表法違反

の事件が発生しており、一自治体の課題ではないのです。そういったものが実は平成11年

の地方分権化の際に、特定商取引法などの権限もどんどん都道府県におろされていきまし

た。従来は、機関委任事務ということで、本来、国の事務だったものが都道府県におろさ

れていったというだけのことで、本来的な自治事務だということではないと思います。 

 景表法の措置命令も平成26年までは国の仕事だったのですが、平成26年改正により都道

府県に措置命令の権限が付与されていく。 

 だから、本来、国がやるべき経済取引の公正を維持するための問題とかいったものが、

都道府県におろすといった政策的に権限委任がなされただけです。そういった法の執行上

の弊害、つまり具体的な個別被害の対応のために消費生活センターで相談員が対応し、あ

っせんしていくという側面があるということなので、消費者問題にかかわる皆さんのほう

から、最初からこれは自治事務なのだからと諦めていく必要はない。今の法令がそうなっ

てきただけであって、本来的には国の事務だったのだということも含めて考えて、やはり



23 

 

そういった国と自治体とが双方にかかわるべき課題が幾つもあるのだという前提で、国に

よる財務負担を考えるべきだと思います。消費者行政の新しい課題だけではなしに、従来

からやっている課題、つまりセンターの強化であったり、法執行の強化という問題も含め

て、何とか国から予算措置を講じていただけるようにと思います。それが従来みたいに10

割のものが仮にないにしても、たとえ５割でも国から予算措置が得られるように消費者庁

にはぜひ頑張っていただきたいと思っております。 

○古川委員 １点、誤解のないように。 

 私も現場ではニーズがあると思っているのです。実は、私ども長野県で市町村消費生活

センターの広域化を含めて拡大をしようということで、センターが設置されているところ

とそうではないところの人口当たりの相談件数を調べてみました。 

 そうすると、当然ですけれども、やはりセンターがあるところはないところに比べて、

相談件数が非常に多いという形になっていて、掘り起こしにつながっている。必要性がそ

ういうところでは、理解されているところでありますので、そういう点で広域化を進めた

り、市町村センターの設置を私どもぜひ進めていただきたいと思っております。 

 そういう意味では、身近にセンターのないところで生活をされている方に、センターが

こんなにいいことがあるのだとか、困ったときには相談できるのだというそもそものこと

がアナウンスできていないところが一番の問題かなと思っております。そういう意味で、

そういうことはやはり根本として国なりがきっちりと消費者行政はこういうところで、こ

ういうことができるのだと。国の国民生活センターさんがあり、県には県のセンターがあ

り、一番身近なところに市町村のセンターあるいは相談窓口があるのだということ、相談

体制がこういうふうにできていますということを、ぜひしっかりと周知をしていただきた

いという思いで、先ほど申し上げましたので、ニーズはあるということです。 

○永沢委員 ありがとうございます。 

 皆様と違って、私は相談員の経験がないものですから、行政の消費生活センターの実態

を必ずしも認識しているわけではないので、的外れな意見になるかもしれないのですけれ

ども、今、小林委員からの御報告も含めてお話をお聞きした中で思ったことを幾つか述べ

させていただきたいと思います。 

 まず、自治体によって財政状態が違うからという理由で受けることができる消費者行政

サービスが違うということはあってはならないことですから、最低限の部分は国として確

保できるようにすることは大前提であろうということは私も同感でございます。国がその

ための安定的な財源を確保することは必要なことと思います。 

 その一方で、国の財政が厳しいことは明らかでもあり、消費者行政だけでなく社会保障

など様々な分野でも予算がもっと欲しいと言って限られた財源を取り合っているわけです

から、消費者庁が頑張ってくださっても、なかなか厳しい状況だということも理解できる

ところでございます。やはり地方自治体の首長というお話が古川委員から出ましたけれど

も、地方自治体のトップや議員の消費者行政に対する理解がまだまだ十分ではないことも



24 

 

課題だろうと、お話を聞いて思いました。 

 私自身は金融経済教育にかかわっており、消費者向けの金融経済教育のセミナーなどの

講師もさせていただいておりまして、講義の最後に消費生活センターを利用してください

というお話をさせていただくのですけれども、一般の方に消費生活センターを御存じです

かとお尋ねしても、本当に手が挙がらないのが実情です。そういう意味では、大人もそう

なんですが、先日もお茶の水女子大で、200人ぐらいの学生を対象にお話させていただく機

会があり、消費生活センターを知っていますかと尋ねたのですが、ほとんど手が挙がらな

いという状況なのです。 

 そういう意味では、消費生活センターとか消費者行政というものが国民に十分に認知さ

れていないのです。消費者庁の認知度は少しずつ高まっていると思いますが、消費生活セ

ンターというところがどのような活動をして、その地域の人のためにどのように役立って

いるのかというPRをもっとしていく必要があって、その部分も今回の取り組みの中に取り

込んで推進していく必要があろうと思いました。 

 それから、国府先生から消費者行政は自治体だけが担うものではないというお話ももっ

ともと思ってお聞きいたしました。私が所属するNACSという団体は、消費生活センターの

相談員もたくさんいらっしゃいますけれども、民間企業に勤務している人や退職者なども

加入して、全国で2,600人ぐらいが会員として活動しているのですが、多くの皆さんが、住

んでいる地域社会の中でもっと消費者活動にかかわりたい、何かをしたいと思いを持ちな

がらも、なかなか活動の手がかりがないというのも現状でございまして、こういう意欲の

ある市民をどうつなげていくかというところも一つの課題かなと思っております。 

 NACSでは地方自治体から受託して事業を実施することもありますが、先ほどのお話では

ないですけれども、予算がついて実施されていたが、突然、翌年は予算がつかないために

なくなるということもございまして、安定的に事業を実施することが難しいということが

ございます。もちろん我々が手弁当でやれればいいのですけれども、特に地方に行けば行

くほど交通費がばかにならないという事情もございまして、ある程度専門的な知識、アド

バイザー、コンサルタント、相談員のいずれかの資格を持っている人が何かをしようとす

るときに、どこかに赴くときのせめて交通費ぐらいは手当しないと、手弁当でとなると意

欲が長続きしないという現状もあることは事実なのです。それでも、交通費程度でも活動

していいという市民がたくさんいますので、こういう意欲的な人たちのモチベーションを

高く維持しつつ継続的に活用できるか、ということも今後の課題として必要と思いました。 

 それから、協議会について生水委員からお話がありましたけれども、消費者教育推進会

議の下の会議でも協議会の話が出ておりまして、そちらでも教育委員会などとの連携が必

要であるというお話が出ておりました。消費者庁には、文部科学省のような行政同士、川

上から連携いただくことに加えて、協議会が単なる１年に１、２回の地元の名士だけの集

まりに終わらないような取り組みをしていただかなくてはいけないのではないかという意

見が、そちらの委員会でも出ておりまして、同様なことをこちらについても思います。協
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議会については、消費者行政の現場に実際にかかわっておられる方々をどう集めていくの

かが課題であろうかと思いました。 

 最後に、突飛な質問ですけれども、消費者庁がいろいろと課徴金をお取りになったりし

ておりますが、ああいう課徴金はこういうものに利用できないものなのでしょうか。課徴

金はどのように活用されているのか、実際にはもう活用されているのかもしれませんが、

どんなふうになっているのでございましょうか。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 景表法の改正のときにお金をどうするかという話で、

今の整理で行くと、国庫のほうに納入いただくという扱いなのです。それを特定の支出先

にするとかいう制度にはなっておりません。それは、国会での御議論の中でもされている

と思います。 

○永沢委員 これは国会議員の方々・政治家にご尽力いただかねばならない問題であり、

政治家を動かすためには国民に消費者行政の必要性を周知する活動が出発点としてあると

いうことですね。 

 以上、まとまりのない意見ですけれども。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 事務方から補足という形で御説明をさせていただき

ます。 

 古川先生、永沢先生、多くの先生方から言われた消費者庁が消センのPRをしっかりやる

というのはそのとおりだと思います。それは、各センターでやってくださいというよりは

むしろ国でどういうことができるかというのは、我々も課題だと思っております。 

 その上で、まず、消費者行政は、お金が国から流れていないというのは、地方交付税制

度からいくと、それはミスリードな感じが私自身はしております。と言いますのは、あく

まで地方自治ということで、それぞれの自治体さんが優先度をつけて決める。それはもち

ろんそのときの算定根拠になっている基準財政需要額に縛られるものではないのですけれ

ども、他方で、それを自治体の中でどう運用するかという話であって、国から１円たりと

も出していないが、それは足りませんという話ではなくて、むしろ一定額を出しています。

その厳しい中で各自治体、地方団体さんのほうでどれに優先度をつけるかという話だと思

うので、そのあたりの前提のところが御議論がないと、逆に言うと、頭の体操をすると、

何もない中で消費者庁だけのお金ですという議論ではないようにというところは前提とし

てあると思うのです。 

 その中で、我々としてこれまでやってきた消費者行政の推進交付金事業が、さかのぼる

と、平成21年にできたときには、３年間の時限で始まった。その後、３年がたちそうなと

ころでまだ道半ばだよねという形で延期をしていく中で、平成26年度から当初予算化とし

た。そのときに合わせて、当初予算化といってもスタートアップ支援だったものをずっと

やるのはどうかという話があって、そのときにそれぞれの事業ごとの活用期間が決まった

という経緯がございます。 

 ですので、推進事業のものというのは、もともと平成26年度で当初予算化した段階で、
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相談員さんの経費であれば７年間で活用期限が終わるので、最後は自主財源のほうでバト

ンタッチしていく。急には無理にしてもそれまでに何とかつけていってくださいというも

のが制度のたてつけだったと思います。 

 多分、今の課題としては、それをどう優先度を高めていくかということで、国府先生が

おっしゃったように、そもそも自治事務の範疇に収まっていないものがあるのではないか

という御意見をいただいたかと思います。 

 例えば、法執行のところで、そもそも地方自治からはみ出ているのではないかという御

意見をいただいたのですけれども、例えばPIO-NETというシステムを考えると、仕組み的に

は、今、どうなっているかというと、国民生活センターさんから全端末を無償で貸与して、

その通信費も含めて国民生活センターが負担している。国民生活センターはどういう予算

構成になっているかというと、消費者庁から予算要求して国民生活センターの運営費交付

金ということで、必要な経費をPIO-NET刷新の経費も含めて我々一緒になって予算要求を

しているという立場になっております。 

 ですので、そこについては、分担論ではないのですけれども、国としてやるべきところ

はやっている。それから、法執行のところで景表法も自治体に落ちてきたとのご指摘があ

りましたが、全部国が手放したわけではなくて都道府県でもできるし、消費者庁でも景表

法に基づく措置が引き続きできる形になっています。自治事務の観点からも自治体のほう

でできますよというところでふえてきたところかと思っています。 

 それは特商法も一緒で、広域的なところであれば消費者庁本体あるいは委任されたブロ

ックごとの経済産業局さんが消費者庁と連携してやっていく。また、県も県単体ではなく

て、県と経産局さんと連携して特商法違反の事例を取りしまっている例も多いと思ってお

ります。 

 そういう中で、きょうお示しした主な論点の中で、今後、事務方として御議論いただけ

ればと思っているところは、お金自体は自治事務の枠組みの中で基本的には手当されてい

る、どう優先度を上げるかという話はあるのですけれども、そもそも都道府県としてどう

いう役割があるか、あるいは市町村でどういう役割があるかというところを、まず、役割

分担をしっかりしていく。特に消費生活センターの役割をしっかりと議論したほうがいい

と思っております。 

 消費生活センターの役割は２つあると思っております。 

 １つは、ずっと出ている消費生活相談の対応しているところ、もう一つのところは教育

の拠点としての役割があると思っております。ここを行うに当たっては、教育啓発のとこ

ろでどういうふうに役割分担ができるか。全ての市町村のセンターで、フルセットでやっ

てくださいというのは現実問題として今後、難しくなってくると思います。そうしたとき

に、都道府県さんでできること、あるいは国としてできることがどういうものかというの

は御議論いただければと思っております。 

 その中で、特に一つの議論としては、消費者安全法の改正によって自治事務を法定のほ
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うに変えるということは御議論の中としてはあるとは思うのですけれども、我々としては

むしろそこではなくて、今のスキームの中で地方交付税措置がなされている。それが使わ

れていないところも含めてどう上げていったらよいか。あるいは、そうはいっても、先ほ

どの国府先生ではないのですけれども、国として何ができるかというところを考えるべき

ではないかというところはあると思います。 

 では、そういうところは何が足りなくて、消費者庁に何ができるかを御議論いただくこ

とが大事かなと。ただ単に交付金が減っていくから問題だよねではなくて、何が足りなく

て何を目標にして、そのためにはどういう体制をつくっていくかという御議論をしていた

だけると最後、強化作戦の出口になっていくかと事務方としては思っております。 

○生水委員 よろしいでしょうか。 

 恐らく私がこちらに呼ばれていた理由の一つとして、私は現場で相談を受けております。

実際に相談者の相談を受けて、その中で何が必要かを考えて事業を組み立てて、組み立て

た中から予算を考え、その予算要求を財政当局にし、通った段階で運用し、最終的に評価

していく。その中で議会答弁もさせていただいております。恐らく相談から議会対応も含

めて最後の評価までしているのはなかなかないかと思うのです。 

 その中で実感しているのは、現場では詐欺、非常に犯罪とも思われるような相談が多発

しております。消費者庁にわかっていただきたいのは、現場の中でニーズを広めればそれ

で予算がつくだろうとか、どういったことが国の役割だろうかという前に、本当に現場の

相談の状況はどういうものかをぜひとも知っていただきたいと思っております。 

 先ほどからニーズのお話が出ましたが、野洲市長のマニフェストの重要施策に「しっか

り安心安全」があり消費生活相談を挙げていただいております。 

 それと、被害救済金額は30年度で2379万円、人口５万人の街で1,258件の御相談を受けて

いるのは非常に多いと思っております。今週の土曜日に、私は市内の全自治会長が集まり

ます研修会でお話もさせていただきます。野洲市では非常に相談ニーズもあり市民の御理

解もいただいている中でも、やはり予算が削減される非常に難しい状況になるという市町

の状況はぜひとも知っていただきたいと思っております。 

 ですので、財源問題を切り離して、市町の応援をどうするかというお話ではないかと思

っております。 

 先ほど国府先生もおっしゃっていただきましたように自治事務のお話ですが、私は、消

費者行政は自治事務だと思っております。これは新条例の中では、訪問販売登録制度を導

入しまして、野洲市内で訪問販売をする事業者については、登録を義務づけております。

そうした市の独自のやり方ができるのが自治事務だろうと考えております。 

 だけれども、自治事務であったとしても何度もお話をしますように、法律に規定をする

ことで、国庫負担は可能だと思っておりますので、ぜひとも消費者庁に何とか御尽力をい

ただいて、しっかりと市民の安心安全な暮らしを守れるよう応援いただきたいと思ってお

ります。 
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 以上です。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 そこについて、もう一個だけ。 

 きょう、資料をお配りした中で現場の声をということで、まさに資料３－１でお配りさ

せていただいたキャラバン隊でございます。これは47都道府県の皆さんから現場の相談員

さん、行政職員の皆さんから御意見をいただいたものをまとめたものでございます。 

 いただいたところで、特に御要望のところで行きますと、特にセンターの現場の相談員

さん、現場の職員の方からの意見交換で何が一番期待しているかというところでいくと、

具体論になっていくのですけれども、例えば研修の機能強化のところをもう少しお願いし

たい。特に今後、予算で行けば厳しくなっていく中で地方への開催の増加をお願いしたい

という話を多くいただいていると思います。 

 また、自治体の小さいところではなかなか高齢化が進んで、相談員の次の担い手がいな

いというあたりは、予算がどうこうという話ではなくて、むしろ消費者庁にどういうこと

ができるか具体的に考えられていくところなのかと思っております。 

 ですので、交付金でどう手当するかという話にとどまらず、消費者庁としてこういう地

域の皆様の声の中でどれが足りなくて、例えば特に地方での開催をふやしてほしいという

ことをいただいておると思います。相談員さんの質を確保するということで、消費者庁と

してこういうことができるかなということを具体的に詰めていける。 

 あるいは、消費生活相談員さんのなり手不足の問題、地域の見守りの協力員の皆さんと

か協力団体の皆さんをどう育成していくか。野洲市さんは既にもう11団体であるという感

じだったのですけれども、多分これからというところだとまず、サポーターの方々をどう

ふやして、あるいは事業者さんにどう入っていただくかというあたりで、そもそも消費者

庁としてどういうことができるかということも需要も含めてどういう目標もセットして何

が足りなくて、あと財源的にどうするかという各論のところで御議論をさせていただけれ

ばと思っております。 

 我々も47都道府県さんから本当にいろいろな御意見をいただいて、やはり厳しい財政事

業も伺っています。他方で、そうはいっても消費者庁の取り組みでも全面的に反対という

よりは理屈としては理解できるけれども、ここはもうちょっとやってほしいという御議論

がいろいろあった中でこの資料をまとめさせていただいております。その中で、ぜひ我々

としても、今後５年間を見据えたときに、強化作戦最終年度なものですから、ぜひ今後の

消費者行政の発展につながるような目標設定のほうにぜひ御議論いただければと思ってお

ります。 

○小林委員 正直、第１回目にして、予想以上に財政問題への議論にフォーカスしていて、

それだけみんなの思いが切実なのだなということがわかるのですけれども、あえてそれ以

外の話で今、尾原課長が言われた論点について意見を述べさせていただくと、相談員のな

り手確保問題については、やはり処遇の改善に国として何かできないのかということを議

論できるといいなと思っています。 
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 やはり日ごろ相談員の方々とも接していますが、非常に十分とは言えない処遇の中で任

務も大変という中で、これからの時代に消費生活相談員という職を目指す人がどれくらい

確保できるのかということについては、国としても考えなくてはいけないだろうとも思い

ますし、そのためには、やはり処遇改善策を合わせて考えないと、これだけ世の中が人不

足という時代の中で相談員が確保できなくなるのではないかということが１点。 

 それから、職員の研修の問題もうちの調査でも課題だと受けとめておりまして、それに

対しては地方での研修も、できないよりできたほうがいいわけですが、そのときに、講師

の確保、講座の質の確保、国センの体制問題とかもセットで考えていかなければいけない

のではないかというあたりが課題かと思っております。 

 今、画面を「研修参加の状況」というところに尾原課長が操作をされましたが、すごく

細かい質問なのですけれども、参加状況の計算式は何ですか。つまり、職員の事務職員の

参加率の計算式は自治体の職員数割る参加した人数ということですか。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 行政の現況調査なので、それぞれ出してくる消費者

行政部局の職員数の参加でいいかと。 

○小林委員 兼務職員も含んでいる。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 はい。 

○小林委員 あと、平成30年度現況調査というのは、平成29年度の状況を反映しているの

でしたか。平成30年度の状況を反映しているのですか。 

○小西座長 30年度に実施した調査だから29年度。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 済みません。そうです。 

○小林委員 そういうことですよね。 

 ちょっと派生して申し上げますと、先ほどの私の発言もそうなのですが、平成29年度が

地方消費者行政にとってはエポックだったと思っておりまして、交付金の大きな減額とい

う動きがあって、つまり平成29年度と平成30年度の状況を比較するということがまず大事

ではないかと思っております。 

 平成30年度の洗い出しはこれからなのかもしれないのですけれども、先ほど国府先生が

引用された３－３の５ページの表もそうなのですが、これは平成29年度の状況だと思うの

ですけれども、これと平成30年度の状況を対比して、例えば、とりわけ小規模自治体のと

ころで平成29年度は交付金等の人件費以外の依存度が高いわけですが、それがどういうふ

うに変わっているのかだとか、あるいは７ページに交付金の活用状況の表がありますけれ

ども、これも最新の状況が2017年度なのですが、これの2018年度を出していただいて。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 それは、申しわけないのですが、自治体さんはさま

ざまな調査をやっているのでいきなり今すぐやれということは無理です。行政負担を考え

ると年１回の現況調査で、生水委員も言われていましたが、いろいろな省庁からいろいろ

来て、いきなりやれとやると、我々も県に委託して県からやっているわけではなくて全自

治体でやっていて、自治体の御負担を考えると申しわけないのですが、毎年秋までかけさ
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せてください。 

 理由は、４月に自治体さんは職員がかわるので、それより前にやってしまうと継続され

ない恐れがあるので、我々も４月以降でないとできないのです。ですので、今からやって

はどうかという御提言だと思うのですけれども、それは我々プラス全国1,800の自治体さ

んの負担を考えると、申しわけないのですが、秋までこれは出ないということで御理解い

ただければと思います。 

○小林委員 では、秋以降に分析されると思います。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 それは毎年度の現況調査があるのです。 

○小林委員 今後の毎年度の地方消費者行政支援策を検討するときにそれをエビデンスと

して活用していくということだと思います。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 それは、引き続き活用させていただければと思いま

す。 

○小林委員 そのときに、この表は割合で比較をされていますけれども、金額としてみる

ことも大事かと思っていますので、その視点をぜひお願いしたいと思います。 

○永沢委員 よろしいですか。 

 お金の話は切りがないので、この７月までの数回でやれること、全国の皆様が何か一歩

進んだねと言ってくれるようなことを目標として掲げないと、この会議隊の意味がないと

私は思っております。そのため、その一つとしては、先ほど、国府先生からおくれている

ところについて底上げをすることを目標とするというのは一つあると思いますし、きょう

協議会について、設置はしたけれども十分に機能していないというのであれば、どのよう

に機能させていくのかという点について何かしらの提言などをしていくことは目標として

一つあると思います。 

 それから、今回の聞き取りで、センターという実際の現場にいらっしゃる方々からの要

望がこのように具体的に出てきているわけです。共通性のある要望と思いますので、こう

いった要望をどう解決できるのか等を一つ具体的な課題として挙げていく必要があるので

はないかとも思いました。 

 最後に、相談員の話が出てきました。私はアドバイザーの資格の普及にもかかわらせて

いただいておりますが、かなりの数の方が資格を取得しているはずなのですが、相談員と

しての採用につながっていないとも聞いております。その原因は何なのでしょうか。 

 また、国家資格化されて以降、資格取得後すぐに採用されることもあるようで、相談員

として十分な訓練がないまま相談員になっている方もいて、自信をもてないまま相談員と

して勤務をされている方もいらっしゃるというお話を東京都の中では聞いております。資

格試験に合格して特に相談員としての訓練を受ける機会もなく採用となると、相談員の品

質管理という観点からも、相談員研修の一層の充実と内容の充実は今後の重要な課題であ

ろうと思います。 

 先ほど見せていただきました資料によりますと、北海道とか沖縄は真っ赤になっていま
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した。都市部から離れた地域では相談員が十分な研修を受けられていないところもあるよ

うなので、こういった格差を埋めていくということは一番に取り組める課題であろうとも

思います。これぐらいはすぐにやれそうです。 

○古川委員 関連してよろしいでしょうか。 

 今、相談員さんの処遇改善のお話とか研修のお話が出たのですけれども、先ほど資格を

取ったけれども採用につながっていないというお話もございましたが、逆に地方の状況を

申し上げますと、地方では資格を持った方が非常に少ないです。そういった意味で、なか

なか相談体制につながっていない。本県も資格取得講座というものをやっておりますけれ

ども、昨年度合格した人はほんの数名ということです。 

 また、登録もして、御紹介もしておりますけれども、県全体でも50名を下るぐらいの登

録があって、既に相談員をやっていらっしゃる方を除くとほとんどマッチングできない状

況です。国民生活センターさんにもお問い合わせをして、そちらからも御紹介をいただい

ているのですけれども、やはり私どものような遠方になると、ほとんどそういったことで

お受けいただけないという厳しい状況もあります。 

 今回、何ができるか、今、何が足りないかということについて言えば、相談員さんの研

修ももちろんですけれども、養成というところから考えていただきたいと思っております。 

○永沢委員 私もその点について１点補足させていただきます。どちらの資格も、年に１

回しか試験が実施されません。この点が大きなネックになっていることも事実で、国民生

活センターにしても日本産業協会にしても試験の実施方法については検討いただきたいで

すね。年に４回ぐらい実施いただけるのが理想的です。特に地方は、合格者が１人か２人

しかない県もありまして、これが現状です。その辺は、資格をすでに取得されている方の

掘り起こしとともに、合格者を増やす取り組みもしなければいけないですよね。 

○古川委員 まさにそうだと思います。 

○国府委員 今、古川さんがおっしゃったのは、前の地方強化作戦のときから一つの課題

だったテーマだと私は理解します。 

 それから、きょう出てきている相談員の高齢化とか処遇の改善の問題は、特に大都市近

辺では資格を持ってもセンターに応募されない。なぜかと言えば民間企業でいっぱい就職

するところがあって、そちらのほうが待遇がいいということがあって、行政にはなかなか

来てくれない。そういう２つの問題があって、処遇・高齢化の問題は従来の強化作戦のと

きには余り問題になっていなかった新たな課題だと位置づけて私は理解していますが、い

ずれも大事だと思います。 

○小西座長 大体時間になりました。 

○永沢委員 続いてよろしいですか。 

○小西座長 もういいですか。 

 また、６月もございますので。 

 ここに議論が尽きた場合は、早く終了しろと書いてありますけれども、全然尽きないも
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のですから。ありがとうございます。 

 ちょっと申しわけないのですけれども、自治事務云々の話はきょう限りにしていただき

たいのです。法定受託事務にするということはあり得ないです。法定受託事務にするとや

り方を国が決めることになりますから、自由にできないです。 

 それから、国庫負担金事業もあり得ないです。なぜかというと、国の役割が都道府県、

市町村の支援という法律上の位置づけがある中で国庫負担金にすることはあり得ないので

す。支援するのだから、国庫負担金はそういうものではなくて、国の事務なのですという

ふうにしないとだめなのです。 

 だから、義務教育の教職員の給与は自治事務で国庫負担金なのですけれども、それは標

準法といいまして、教員の給与の法律が別にあって、国としてそうするというところがあ

っての国庫負担金なので、この法律で国庫負担金にするのは無理なのです。そこを課長は

大分上手におっしゃっておられるのですけれども、ちょっとすれ違っている感じがあって、

次回までにそこは整理しておいていただいて、財源の話は大体もうそれよりも別の論点で

とおっしゃっておられることを次回までにもう一回整理していただきたいと思います。 

 大事な問題は人繰りです。相談員の質と量の確保と小規模団体、市町村に対する県の補

完というところが大きな柱としてきょう出ていると思いますので、その辺も宿題で持って

いただいて、発言をとめてしまって申しわけなかったのですけれども、６月にも２回目、

３回目と続けてありますので、ぜひそれまでエネルギーをためておいていただければと思

います。 

 きょうは、以上にさせていただければと思います。 

○消費者教育・地方協力課尾原課長 次回ですけれども、６月の上旬を最終的な案でお示

ししておりますので、その日で２回目。あと、下旬でもう一回。６月は２回の開催でござ

います。 

 ７月には、第４回目で取りまとめ案とさせていただければと思います。日程的には、次

年度の予算要求も踏まえてのスケジュール感から言うと、４回で閉じていくような方向で、

５回目は予備とさせていただければと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○小西座長 以上です。 

 どうもありがとうございました。 


