
令和元年度和歌山県消費生活審議会議事録 

１ 開催日時及び場所 

令和元年８月３０日（金） １３：３０～１５：００ 

和歌山県民文化会館 ６階 特設会議室Ｂ 

 

２ 委員の現在人数と出席者名 

委員の現在人数…１５名 

【出席者氏名】 

野田 文子 委員 

丸山 哲 委員 

浅田 真理子 委員 

岡崎 裕 委員 

東 紘資 委員 

岡 広子 委員 

九鬼 かおる委員 

竹本 佐知子 委員 

津田 美法 委員 

中原 雅子 委員 

坂口 博之 委員 

成瀨 静夫 委員 

細川 泰徳 委員 

松田 美代子 委員 以上 １４名 

 

３ 事務局出席者 

田中 環境生活部長 

生駒 県民局長 

中村 県民生活課長 

谷口 消費生活センター所長 他担当課職員 

 

４ 議題 

第二次和歌山県消費者教育推進計画の進捗状況について 

 

５ 報告事項 

「訪問販売おける消費者保護対策」について 

 

６ 傍聴者 

一般傍聴者 ３名 

報道関係者 １名 

 

７ 議事概要 

 



発言者 内容 

司会 和歌山県消費生活審議会を開会します。開会にあたりまして、環境生活部長の田中か

ら御挨拶申し上げます。 

 

部長 

 

委員の皆様方には、御多忙中にもかかわらず、御出席いただきまして誠にありがとう

ます。 

最近の消費者をめぐる問題としましては、高齢者がターゲットになっているという実

態があります。また、２０２２年に改正民法が施行され成年年齢が１８歳に引き下げら

れることで、これまでは未成年者に対して法律行為をしても親の同意がなければ取り消

すことができましたが、改正後は１８歳、１９歳の若者がターゲットになるのではない

かと危惧しております。  

 今後は、被害防止のために高齢者と若年層に対する教育の徹底。トラブルが起こった

時には消費生活センターに相談を行い速やかに解決する。相談をしっかりと受け止めて

解決する。警察と連携しながら悪質な事業者については徹底的に指導していく、取り締

まっていく、「教育・相談・取締り」、この３つをしっかりとやっていきたいと考えてい

ます。 

 本日は、第二次和歌山県消費者教育推進計画の進捗状況について、「訪問販売におけ

る消費者保護対策」について、委員の皆様方に御意見をいただくとともに、御審議いた

だきますようお願い申し上げまして私の挨拶とします。 

 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議に移る前に、報道関係者の方々にお願い申し上げます。写真等の撮影・録音につ

いては、議題に入るまでということで御了解願います。 

 

本日御出席の委員の皆様を御紹介します。 

会長の野田委員です。 

副会長の丸山委員です。 

浅田委員です。 

岡崎委員です。 

東委員です。 

岡委員です。 

九鬼委員です。 

竹本委員です。 

津田委員です。 

中原委員です。 

坂口委員です。 

成瀨委員です。 

細川委員です。 

松田委員です。 

なお、本日は、脇田委員は欠席されております。 

以上、本日の出席委員は１４名です。委員総数１５名の過半数となっておりますので、

和歌山県消費生活条例第３１条の規定により、本会議が成立していることを報告申し上

げます。 



 

 

 

 

続いて、事務局側の出席者を紹介します。 

 県民局長の生駒です。 

 県民生活課長の中村です。 

 消費生活センター所長の谷口です。 

 本日は、文化学術課、県立学校教育課、生涯学習課、義務教育課、教育センター学び

の丘職員も出席しております。 

 

本日の日程については会議次第により進めます。配布資料の確認をお願いします。 

なお、本日の会議の会議録は、和歌山県消費生活審議会運営規則及び和歌山県消費生

活審議会傍聴及び会議録閲覧に関する要領により、会議録を公開することになっており

ます。 

報道関係者の方にお願い申し上げます。これより写真撮影等は御遠慮願います。 

 

それでは議事進行については、条例第３０条の規定により会長が議長となることとな

っております。 

野田会長にお願いしたいと存じます。 

 野田会長よろしくお願いいたします。 

 

議長 

 

それでは規定によりまして議長を務めさせていただきます。 

 円滑な議事進行に努めたいと思いますので、ご協力くださいますようお願い申し上げ

ます。 

 それでは、会議次第に基づきまして進めさせていただきます。 

 議題の「第二次和歌山県消費者教育推進計画の進捗状況について」事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局の中村です。 

「第二次和歌山県消費者教育推進計画の進捗状況について」説明します。 

 

 資料については資料１－１、１－２、別冊の「第二次和歌山県消費者教育推進計画」

をご覧ください。 

 第二次計画では、３４ページから今後の方針と具体的な取組を体系的に記載しており

ます。 

 資料１－２はこの体系ごとに平成３０年度の取り組み実績と、令和元年度の予定をま

とめたものです。 

 主な取組の概要について、資料１－１にまとめておりますので、これに沿って説明し

ます。 

 

 資料１－１の１ページ「（１）ライフステージや場の特性に応じた取組 ①学校等－幼

稚園、保育所、認定こども園」についてです。 

 この取組については、平成３０年度に美浜町立ひまわりこども園に対して「金融・金

銭教育研究校の委嘱」を実施しました。 

これは、研究園に対して金融広報アドバイザーの講師派遣、保育で用いる教材・資料 



 

 

 

 

 

 

 

 

等の提供、保育の実践事例等の紹介を行うほか、研究・実践に必要な費用の一部を助成

する事業です。 

 幼少期における消費者教育については、一次計画の評価においても、取組がまだまだ

不十分であったと整理をされたところで、今年度は幼児向け消費者教育教材を作成する

予定です。 

 

 続きまして、同じく「学校等－小・中・義務教育学校、高等学校、特別支援学校」に

ついては、「学校における消費者教育の担い手育成事業」を実施しています。 

 これは、教員による学校における消費者教育授業の実践を支援するため、教育委員会

の協力を得て、外部講師を県内の小・中・高校に派遣し授業を実施する事業です。 

平成３０年度は県内２５校６５クラスで実施し、今年度は２７校６１クラスで実施す

る予定となっています。 

 この取組は消費者教育の推進において、核となる取組であり、教育委員会を通じて小・

中・高校へ事業の周知を行い、今後も引き続き積極的に推進していきます。 

 

 平成３０年度の新規事業として、「児童向け消費者教育教材作成」を実施しました。 

 お手元にお配りしております黄色い箱、小学校３～４年生向けに、遊びながら身近に

ある様々なマークを学べるという要素を取り入れた消費者教育教材です。 

 「きいちゃんと遊ぼう！消費生活マーク・マスター」という名前で、昨年度作成し県

内の全小学校に配布をしたところです。 

今後どの様な形で活用されているかの調査を学校に行いたいと考えております。 

 なお、このカードゲームの作成にあたって、教育委員会や外部メンバーとプロジェク

トチームを構成し、連携して取り組んだところですが、岡崎委員にも御参加をいただき

まして御意見、アドバイスをいただいたところです。大変ありがとうございました。 

 今年度は消費者庁が作成した中学生向けの教材を活用しまして、県内の各中学校へ配

布する予定です。 

  

 もう一つは「消費者教育教材『社会への扉』活用」です。 

 これは、国が「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」によっ

て活用を進める消費者教育教材「社会への扉」を県内の高校で活用する取組です。 

 平成３０年度は県内の公立・私立高校全７２校へ一年生分を約１２，０００冊送付し、

約９割の県立高校で活用をいただいたところです。 

 今年度もすべての県立高校で教材を活用した授業実施を予定しています。 

 

 次に「①学校等－大学、専門学校等」については、「消費者啓発講座の実施」として県

消費生活センターの相談員を和歌山大学へ派遣し、契約や悪質商法についての講座を実

施しました。 

 また、県金融広報委員会のアドバイザーを和歌山信愛女子短期大学へ派遣を行い、講

座を２回実施しました。 

 また、「学校における消費者教育」をテーマに、昨年の１０月から１２月に放送大学と

連携し、教育関係者、学生等を対象に、３回連続で消費者教育講座を開催しました。 

 



 次に、「②地域社会－地域」については、「生活教養講座・消費者啓発講座の実施」を

しています。県の消費生活センターにおいて、生活情報や災害に備える知識など、幅広

く学べる生活教養講座を全部で１２回開催するとともに、県消費生活センターの相談員

を派遣して、消費者啓発講座を実施しています。 

 

 次に３ページ、「②地域社会－家庭」については、「消費生活センターを通じた情報提

供」を実施しています。昨年度、消費生活サポーターが注意喚起情報「ホットな消費者

見守りニュース」を１２回発行しています。また消費生活に関する地域住民に配布する

情報誌「くらしのとびら」についても今年度も引き続き年４回配布する予定です。 

 

 次に「③職域」については、「消費者啓発講座の実施」としまして、消費生活相談員及

び金融広報アドバイザーを事業所等に派遣を行いまして、消費者啓発講座を実施してい

ます。昨年度は、麦の里和歌山生活支援センターや宇都宮病院などに金融広報アドバイ

ザーを５回派遣し、講座を実施しました。 

 

 次に、「（２）関係機関との連携・協働」です。「①教育行政分野や福祉行政分野など県

関係機関との連携－教育行政分野との連携」については、先ほど学校等の取組で紹介し

た「児童向け消費者教育教材作成」を再掲しています。 

 

 また、教育委員会主催で「共育支援メニューフェア」を開催しています。これは、学

校教育関係者や社会教育関係者に対し、出前授業や体験活動等を紹介するための取組で、

今年度は７月２８日に開催し、全５１団体が出展するなど約２００名の教育関係者の参

加がありました。 

  

 次に「福祉行政分野との連携」ですが、「県消費者被害防止ネットワークによる情報提

供」を実施しました。 

 県では、福祉団体、弁護士会、県福祉部局、消費者部局等による消費者被害防止ネッ

トワークを構成しており、国民生活センターが作成しました注意喚起情報「見守り新鮮

情報」を２４構成機関・団体に２９回情報提供を行いました。 

  

 ４ページ、「その他、消費者教育関係分野」についてです。これも学校等の取組で説明

した「学校における消費者教育の担い手育成事業」を再掲しています。実施については、

食育分野（県栄養士会）、環境教育分野（環境教育アドバイザー）と連携して講師を派遣

しています。 

 

 その次に、「②消費者団体、専門士業団体、事業者等との連携」については、２ページ

の地域の方で説明をいたしました「生活教養講座の実施」を掲載しております。 

 平成３０年度は、一般社団法人和歌山県銀行協会や地元企業等に講師を依頼して実施

しました。次の、「関係団体の取組」については、資料１－２の別表で１４団体２８取組

をまとめております。 

主な取組を御紹介しますと、ＮＰＯ法人消費者サポートネット和歌山では、消費者市 

民社会づくりに寄与するセミナーを５月に開催しております。また、わかやま市民生協 



 では、消費者被害のない、だれもが安心して暮らすことのできる和歌山県の地域づくり

に向けて、消費者トラブル、消費者教育推進法などの啓発講座・学習会、消費者啓発講

座を開催しているところです。 

 今後も関係団体の皆様と連携して消費者教育を推進してまいります。 

 

 資料１－１の４ページ。 

 「③災害時、非常時における消費行動の情報提供と関係機関との連携」については、「生

活教養講座の実施」を再掲していますが、県の消費生活センターで、平成３０年９月５

日に「災害時代に備えて日頃から知っておきたい製品安全の豆知識～ガス・電気製品の

安全な使い方～」をテーマに、災害に備える知識を幅広く学べる生活教養講座を開催し

ました。 

 

 次に、「（３）消費者教育の担い手の育成」についてです。 

「消費者教育の担い手育成」として、地域において消費者教育ができる人材を掘り起

こし、講師として活躍できるための養成講座を開催しています。平成３０年度は県内全

域で活動をしている県栄養士会に対し、講座を開催し、受講者が学校や地域で消費者教

育の講師を務めています。 

 今後も、人材の掘り起こし・養成を進めていきたいと考えております。 

 

 また、「教員に対する専門研修事業」として、和歌山県教育センター学びの丘において、

事例に学ぶ情報モラル教育研修、食に関する指導と栄養管理にかかる研修、食中毒の予

防についての研修、食育に関する実践発表、講義、演習等、消費者教育に関連する研修

を実施しました。今年度も引き続き研修を実施する予定です。 

 

 次に５ページ、「（４）市町村の取組支援」は、地方消費者行政強化交付金等を活用し

た財政支援を行っています。 

 平成３０年度は、県内全３０市町村に交付を行い、市町村における消費生活相談窓口

の運営、消費者教育・啓発に対して支援を行いました。今年度についても引き続き、市

町村に対して支援を行います。 

 

 また、「市町村消費生活相談員の研修や消費者行政担当者に対する研修」を行いまして、

平成３０年度は、市町村の相談員２名に対しＯＪＴ研修を開催し、今年度は３名の相談

員への実施を予定しています。 

 また、市町村消費者行政担当者に対しては、基礎研修・実地研修・専門研修を実施し

ており、今年度は国民生活センターとの共催によるＡＤＲ研修も予定しています。 

 

 以上で第二次和歌山県消費者教育推進計画の進捗状況について説明を終わります。 

事務局としましてはおおむね順調に進んでいると考えています。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 



議長  ありがとうございました。 

 平成３０年度の新規事業について、かなり順調進めていただいているということです。 

委員の皆様方から何か御質問、御意見はございませんか。 

 

岡崎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 御報告いただきましてありがとうございます。 

 まず、報告いただいた「第二次消費者教育推進計画」については多岐にわたる内容が

展開されていますが、全体の流れの基調として、第一章の基本的考え方の部分に、複数

回にわたってＳＤＧｓのことが明記されている。 

 現代において、消費者教育、消費者問題のことはＳＤＧｓの一つのチャンネルとして

社会的認知が進んでいる。 

 特にこれが、企業サイドの様々な活動の中で、ＳＤＧｓが社会的な貢献や社会的活動

の形になって、最終的な社会全体における効果というものが想定されるわけで、そうい

った意味では消費者教育を切り取って位置づけてはいるものの、果たしてこれが運用す

る側にどの程度ＳＤＧｓに対する認識、あるいは消費者問題がその一部という認識があ

るのかということ、それはなぜそのような疑問が出てきたかというと、今御報告いただ

いた一連の中で消費者教育という文言は何度も出てくるが、ＳＤＧｓというものが出て

こない。 

 研修等に関してもＳＤＧｓに関する研修をしているということが場合によってはカウ

ントできるものもあるのかと思うわけで、これは勿体ないと思います。 

 逆にこのような大きなとらえ方が見えない一方で、学びの丘での研修内容がどちらか

というといわゆる食育をピンポイントで消費者教育というふうに位置づけているという

のもバランスとしていかがなものかと思います。 

 このあたりについて、経緯を教えていただきたいと思います。 

 

 もう１点、マーク・マスターについて、私も制作に関わっており、完成後各学校に配

布されたとうかがっておりました。成年年齢の引き下げに伴い、若年層に対する消費者

教育が重要課題ということで、学生に直接アプローチするよりも教員への研修により意

識向上・改革を図るための研修を○○市消費生活センターで行い、市内の約２０名の先

生に集まっていただき話をさせてもらいました。 

 その中でマーク・マスターを使ったことがありますかと質問したところ、使ったこと

がある方は１人もいませんでした。 

 また、マーク・マスターの存在を知っていますかと質問したところ、２０名中２名し

かいませんでした。 

 その２名の方に対し、どのようにして知ったのですかと質問したところ、なんとなく

職員室に置いているのを知っているという回答でした。 

 これはあまりにも御粗末で、我々作成に関わった全員が声をそろえて言っていたのは、

これは教材であって、これを作ったから啓発が進むわけではないだろうということで、

これがどのような意義を持ち、どのような展開の仕方があるのかということを教員に対

して啓発をやっていかなければならない。県下の全ての学校に配布しているということ

で、税金を使うにあたっては、最も効果的に使われる手立てが必要だと思います。  

 残念ながら先日の研修ではその辺りの裏付けが得られなかった。ですから今後の手立

てを教えていただきたい。 



議長 

 

これまでの研修の内容について、一つはＳＤＧＳ等を含めた新しい課題を研修に取り

入れていくことについてどのようにお考えでしょうか、もう一つは作成した教材の活用

についてどのようにお考えでしょうか、について事務局からお願いします。 

 

事務局 

 

ＳＤＧｓの関係ですが、消費者教育の取組で、資料１－２の別表に各団体の取組をま

とめている中で、取組が進んでいるところがありますので説明します。 

 例えば、消費者ネットワーク和歌山や、わかやま市民生協の元年度の取組予定の中で、

県が直接実施する消費者教育の中で、ＳＤＧｓというと発展的な部分もありますので、

周辺領域というのもありますので、まずは被害に遭わないという未然防止の観点を中心

に県では取り組んでおりますが、関係団体の取組の中でＳＤＧｓの取組が進んでいると

いうふうに御説明を申し上げます。 

  

 カードについて、実際に○○市で活用されていないという岡崎委員の御意見ですが、

今後調査を実施すると御報告をしましたが、現時点では実際職員室に置かれているまま

で使われていないという認識は持っていなかったので、早急に活用状況について調査の

うえ御報告したいと考えております。 

 

議長 

 

以上のような説明でよろしいでしょうか。 

 岡崎委員の気持ちとしては、新しい課題ができたら積極的に研修の中にも受け入れて

いただきたいということで、ＳＤＧｓは世界的にも大きな取り組みですので、是非考え

ていただきたいと思います。 

 それから、配り方も大事だと思いますので、調査の方をよろしくお願いします。 

 それでは他にございませんか。 

 

津田委員 

 

「きいちゃんと遊ぼう！マーク・マスター」は小学校３・４年が対象ということです

けども、このマークからどのような活用を想定しているのでしょうか。 

カードの内容を見たところ、最後のカードでＳＤＧＳｓの仲間と書いているカードが

あるのですが、それまでのカードにもＳＤＧｓの仲間が出てきており、関連性がよくわ

かりません。 

これを使ってＳＤＧｓとの関係を小さい時から学んだ方が良いと思いますので、もう

少し使い方や目的を明確にした方が良いと思います。 

 

事務局 

 

マーク・マスターの内容については、データ版も作成しており、学校にも提供してい

ますので、学校の授業の中でマークの拡大版を黒板に貼る等して授業に使っていただく

部分と休み時間等にも使っていただきたいと思っています。 

 子どもに対するＰＲということで、県主催の人権フェスタ、紀州っ子アドベンチャー

フェスタ等の子どもが集まる機会を通じて実際に体験してもらい、直接ＰＲするという

のも並行して進めてきたところです。 

 更に使用頻度が高まるように努めていきたいと思います。 

 

環境生活

部長 

ＳＤＧｓは大きな課題として我々も考えており、今回の「第二次和歌山県消費者教育

推進計画」の中には書き込んでおりますが、十分に消化ができていない状態となってい



 ます。 

 具体的なそれぞれの県の事業においてもＳＤＧｓの内容を常に認識した計画とはなっ

ていませんので、岡崎委員のおっしゃられたような疑問が生じるのだと思います。 

 今年度の事業を進めていく中で、ＳＤＧｓについて色々と勉強しながら、それをどの

ような形で盛り込んでいくのか、研修の中に入れていくのかどうかということを考えさ

せていただきたい。 

 それにあたっては、岡崎委員の方から色々とアドバイスをいただきたいと思います。 

 

マーク・マスターについては、これが実際にどうやって使われているか、例えばこれ

を使って小学生を集めた大会のようなものをしなければ使われないのではないかという

ことで調査をすることにしています。 

 今回は小学校３・４年生の児童に消費にかかる色々なマークでアナウンスし、まずは

その中身を知ってもらおうということで、できる限り簡単に作っています。 

 それがＳＤＧｓにどのように結びつけるかというと、作成段階で子どもに伝えるのは

なかなか難しいのではないかという議論で進めました。 

 皆様からの御指摘のとおり、不十分な部分もあり反省しておりますので、この後も色々

と御意見をいただき、バージョンアップした消費者教育を進めていきたいと思います。 

 

議長 

 

 ありがとうございました。 

 マーク・マスターという名称からも、マークについての基礎的な力を身につけていた

だきたいということで、マーク・マスターになろうとか、マスター戦といった環境生活

部長がおっしゃったような仕掛けもあり、学校で使うだけでなく外からの働き掛けもあ

ると、より使いやすいかもしれませんね。 

 それから、ＳＤＧｓについては、計画を作成したときには私たちの認識の中にもあま

り入っておりませんでしたので、そのとおりではないかと思います。 

 今後、中身を具体的に運用していく面で意識をしていただきたくということでお願い

します。 

 

中原委員 

 

 私も２，３年前くらいからこの言葉を知りまして、自分の身の回りのことに照らして

色々と考えてみました。 

 私も色々な団体に所属しているのですが、「暮らしの研究会」と言えば消費者被害に遭

わないようにしましょうというのが主体の活動です。 

 「食生活改善推進協議会」と言えば、偏食やバランス、健康に暮らしましょうという

感じの団体です。 

 その他、老人会や自治会等それぞれの団体で主とする活動の中で、その言葉をどのよ

うに伝えようか考えた時、やはり言葉自体が高齢になると難しいので、簡単な言葉であ

る食品ロス、環境問題等、一つずつの言葉では理解できるので、参加して心がけようと

いうと反応があるのですが、ＳＤＧｓが消費者教育の中心となる議題ですから勉強しよ

うとなると難しいレベルになる。 

 知ってもらえて、消化してもらえるよう年齢や必要に応じてわかりやすい言葉にスポ

ットを当てて広報啓発活動をした方が理解できると思います。 

学校の先生でもこれを理解しようと思えば、専門的な話なので時間もかかり、興味が 



 なければなかなか頭に入らないと思います。 

子どもたちには「将来綺麗な空気を」、「ご飯を捨てるともったいない」等、昔の原点

に戻ってわかりやすい表現にした方が堅苦しくない。 

 また、教材とまではいかなくとも、月別のポスター等で地道に言い続ける方が耳につ

くような気もします。 

 

議長   ありがとうございました。 

 受け手側のニーズ、意識に合わせて消化をしっかりこなしていただきたいという意見

だと思います。 

 事務局から何かありますでしょうか。 

 

事務局  「第二次和歌山県消費者教育推進計画」の中では若年層に対する教育を高めていく、

また高齢者の消費者被害が多くなっている現状があることから高齢者にも教育をしてい

く必要がある中で、各年代に応じた教育は必要だと考えております。その年代に応じて

どの様にすれば消費者教育に関心を持ってもらえるかを考えた時に、日頃からよく目に

することが多いマークを使うことで興味を持ってもらいやすいのではないかという視点

から入ったところです。 

 今後幼児に対する消費者教育教材の作成も考えておりまして、いただきました御意見

のとおり本当に興味を持っていただける難しくない教材を作ることを研究していきたい

と考えております。 

 貴重な御意見をいただきありがとうます。 

 

消費生活

センター 

少し補足させていただきます。 

 消費生活センターでは、各地域の皆様を対象にした啓発講座を展開しております。 

 昨年はＳＤＧｓの中でもエシカル消費や消費を通じた社会貢献について、それがどの

様な意味を持つのかということをわかりやすくするために、外部講師を招いた講座を開

催しました。今年は食品ロス対策をどのように行っていくのか、省エネルギーの推進に

ついてできることは何か、ということを生活教養講座の中でＳＤＧｓを大上段には出し

てはおりませんが、来られる皆様の毎日の生活に役立つような講座を御提供できればと

いうことで展開させていただいております。 

 

議長 

 

ありがとうございました。 

 なかなか難しいところですね。 

 一方ではアドバルーンを上げていく、一方では１人ひとりに届く内容でそれを届けな

ければいけないという問題がついてくるわけですね。 

 他に意見等ございませんか。 

 

竹本委員 

 

食品ロス削減に関連しての話ですが、生活学校では今年も近畿・中部の研修会を開催

しています。 

 その際には、食品ロス対策のため、私たちが食べられる量の食事を出してもらえるよ

うに申し入れをしています。その様な際には食事を残さないように取り決めをしていま

すので、食事を残すことはなくなりました。 



  時間的にも食べ残しがないようにスケジュールを組んでいますので、今回の研修会で

もそのように進めております。 

 

議長 

 

 食品ロス削減に対する取り組みを御紹介いただきました。 

 ありがとうございました。 

 

九鬼委員 

 

 ＳＤＧｓのことですが、大人が把握できていないものを子どもに教えようというのは

困難であると思います。 

 以前、小学校向けに消費生活関係の教材をいただいたことがあり、学校の先生に使っ

てもらっているか聞いたところ、そんな暇はないとの回答でしたので、マーク・マスタ

ーを推進していかなくてはいけないのはよく分かりますが、先生も英語の授業を始め

様々な教育が必要であるため、学校側も手一杯の状態です。新たな業務が増えることが

先生の負担にもなるため、これをやってくださいというのは困難であると思います。 

 学校内で遊びながら学ぶということは、難しい部分もあるので、子どもに接する外部

の人が、課外授業でＳＤＧｓのテーマに沿った絵本を読む等、別の方向から推進するほ

うが良いのではないかと思います。 

 

議長 

 

 ありがとうございました。 

 調査だけではなくて戦略もいるということですね。 

 他に何かございませんか。 

 

事務局 

 

 授業の場だけですと勉強という堅苦しいところも出てくると思いますので、放課後の

学童保育等でも使っていただける形で作っておりまして、そういう内容も通知に入れて

いるところです。 

 学習指導要領の中にはＳＤＧｓが直接盛り込まれているのではなく、色々な環境への

配慮や今回のマーク・マスターに盛り込んだマークも記載されており、その点について

どの程度授業で時間を割いてやっていただけるかは学校の体制次第というところもある

のですが、どれだけ消費者教育が授業や課外活動の中で優先度を上げていただけるかに

ついて教育分野と連携しながら頑張っていく所存です。 

 

議長 

 

 調査の際に、使っているかどうかだけではなく、どの様な使い方が効果的か、どこで

使われるのが良いか等の具体的な使い方の見通しを聞くと良いかもしれませんね。 

そうすれば先ほどのように学童保育で行うほうが良いというような話になるかもしれ

ませんね。 

学校にお渡しして、これをどう使ってもらえますかという調査が戦略的になると思い

ます。 

 それでは他にございませんか。 

 

岡崎委員 

 

 補足と言いますか、先ほどの私の○○市のエピソードの続きなのですが、約２０名の

参加された教育関係者のうち、約半数が学童の指導員の方でした。 

 学校の先生は教材について御存知なかったのは残念ですが、実際九鬼委員のおっしゃ

るとおりで、学校の先生に教材をいきなり渡してこれをやりなさいと言っても無理で、 



 逆に学童等のような枠組みが緩やかな場所の方が機能すると思うし、ゲーム的なことが

できるのはそのような場だと思います。 

問題は学童と職員室が構造的に切れてしまっており、その結果学童の指導員のところ

までこの情報が行きわたらない。 

学校長からのはたらきかけ等があればこれが伝わるかもしれないが、それは難しい。 

一方で、学校の教育課程でどう対応するのかとなった時には、例えば家庭科で行う等

の制限がある。 

ここに提示されたゲームや方式というのはむしろ学校教育より学童のような生涯学習

と言いますか、学校周辺の子ども会等の方が機能するように感じました。 

このあたりの戦略を議長がおっしゃるようにもう少し柔軟に緩やかに、そして幅広く

とっていただければと思いました。 

 

議長 

 

 他にございませんか。 

 

津田委員 

 

 マーク・マスターというのは、遊び方を見ると「かるた」等、カードとしてこのマー

クに慣れてもらうという理解でよろしいのでしょうか。 

 マークの説明は書いているのですが、この中身まで理解してもらうというのはなかな

か難しいのではないでしょうか。 

 例えば、よく見るものであれば、商品そのものを持ってきてマークを確認して、それ

を関連付けて遊ぶものと思っていたのですが、これを見ると、とりあえずマークに慣れ

ましょうよという目的でよいのでしょうか。 

 

 もう一つ、３５ページの取組事項として「○教員自らが実践できる消費者教育に関す

る県独自教材の確保、提供」の一つがマーク・マスターであると捉えると、学校の先生

が多忙な中、この教材を活用することについてどのように思っているのかということに

ついても調査する必要があると思います。 

 

議長 

 

 もう少しカードの活用の仕方について、学校の先生が実際に活用できるかどうかとい

う御質問だと思います。 

 

事務局 

 

 学校側がどこまで理解できているかという点もありますが、調査を行うにあたっては、

調査の内容も工夫を行いたいと思います。 

 

議長 

 

 実際に作成に携わった岡崎委員は学校の先生が活用するのは難しいという点について

どうでしょうか。 

 

岡崎委員 

 

 マーク・マスターを作成した当初は教材の配布と教員への研修はセットだと思ってい

ました。 

 実際に○○市での研修の際も職員室に置かれているだけだという話を聞いて非常にも

ったいないと感じました。 

 さらに、小学校の３・４年生という対象を予め限定していることももったいない。 

津田委員のおっしゃるように、この内容には高度なものも含まれているため、小学校 



  ３・４年生にＳＤＧｓを理解するのは難しいのではと考えます。 

 先日の研修に参加していた先生の中の２名は中学校の家庭科の先生で、その先生方と

話をしたところ、この教材は使えるという回答がありました。 

 先生方によると、説明書に書かれている「かるた」や「しちならべ」をしなくてもこ

の一連のカードの裏には意味が書いてあり、それがいわば日課的なものになって子ども

たちは家庭科の消費生活というものに入っていくということができるとのことでした。 

 初めから対象を限定するのではなく、もう少しフレキシブルに学校教育に対して柔軟

に考えた方がより効果的な税金の使い方ではないかと思います。  

 

議長 

 

 ありがとうございました。 

とても良い意見をいただきました。 

 あまり対象を限定しない方が良いということと、研修とセットということもいいアイ

デアだと思いますね。 

 

浅田委員 

 

 最近、外国人留学生の方のマナー研修の依頼が多く、大学に留学しているというより

は、専門学校で日本に在留している方達への研修が多い中で、マーク・マスターの難易

度は丁度良く、使えるのではないかと思っています。 

 個人的には活用させていただきたいと思っておりますので、もっと活用の幅を広げて

いいのではないでしょうか。 

 

議長 

 

 学校に限らず、他にも活用できるところがあれば配っていただきたいという御要望で

すね。 

 

事務局 

 

 主にカードゲームに関してたくさんの意見をいただきありがとうございました。 

 私たちは、最初小学校３・４年生を対象に遊びながら学べることを発想に作成をして

きましたが、皆様方からの御意見を踏まえると、年齢層や活用方法についても幅広く使

えるのではないかということでしたので、教材の有効な活用方法について再度検討しま

して、学校で有効に活用していただけるよう対応していきたいと思います。 

 

議長 

 

 ありがとうございました。 

これだけ皆さんが活用に期待をかけていただいているということはそれだけ出来が良

かったということだと思いますので、是非御活用いただきますようお願いいたします。 

カードのお話に時間を取ってしまったのですが、他の報告事項や進捗状況について御

意見がなければ、次の報告事項に移りたいのですが、よろしいですか。 

 

 それでは３の報告事項に移らせていただきます。 

 訪問販売における消費者保護対策について、これは継続審議となっていたもので、最

終的には事務局にお任せしたいということで、お願いしていたところです。 

 それでは報告をお願いします。 

 

事務局  訪問販売における消費者保護対策について、報告します。 

資料２を御覧ください。 



  本件については、平成２９年１０月に和歌山弁護士会から「和歌山県消費生活条例施

行規則改正」の必要性について、「訪問販売お断りステッカー」等を各家庭に貼ることに

よる意思表示は県条例に違反する「不当な取引行為」として規制するべきとする提案書

の提出があったものです。 

 御存知のように訪問販売は、強引な勧誘による消費者とのトラブルが生じやすく、特

に在宅率の高い一人暮らしの高齢者等は、自宅への突然の訪問による勧誘を断ることが

できずに不要な契約を締結してしまうことが問題になっていました。 

 この件について、今年の３月から４月にかけて、事務局が各委員の皆様を訪問、また

電話で御説明をしたところですが、事務局が課題としたのは、指導や勧告を行うにあた

り、ステッカーが貼付された時期が訪問の前か後かの特定や貼りつけた者が誰であるか、

行為を行った事業者の特定等の立証が難しいという問題です。 

 また、既に規制を行っている自治体について調査を行ったところ、規制導入後にステ

ッカーの貼付によって相談件数の減少が見られたという結果は確認できず、規制の効果

も不明確との課題も挙がりました。 

 こういった課題を踏まえたうえで、総合的に検討を行った結果、訪問販売事業者の中

には苦情や相談が寄せられる悪質な事業者もいますが、多くの事業者は従業員教育等を

徹底して行っており、法令順守に努めている健全な事業者であり、また勧誘を受ける消

費者も、事業者から新しい製品やサービス、情報を入手したり、過疎化や高齢化が進む

中、訪問販売が必要な地域も想定されると同時に、商品配達時や訪問販売時に高齢者の

見守り支援を受けるなど、訪問販売により生活の利便性が向上しているという面もあり

ます。 

 こういったことから訪問販売の一律な規制は消費者の利便性の低下につながり、消費

経済の衰退につながる可能性があり、ステッカーの貼り付けによる規制は困難であると

いう結論に至ったところです。 

 ただし、悪質な訪問販売による消費者の被害防止については、引き続き重要な課題で

あると考えております。 

現状での広報・啓発に加え、福祉部局との連携による高齢者に対する見守りを行い、

声掛けによる情報提供や相談窓口への通報を実施することで、被害の未然防止・拡大防

止に取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

 また、法令違反を行う悪質な事業者については関係機関とも連携しながら指導を行っ

ていますが、消費者保護のために必要な措置を講じることができるよう、悪質事業者対

策に県としましては積極的に取り組んでいくとともに、消費生活センター等の相談窓口

の積極的な活用について、啓発を行っていきたいと考えております。 

 事務局からの御報告は以上です。 

 

議長 

 

 ありがとうございました。 

 ただいま説明があった報告事項「訪問販売における消費者保護対策」について、御質

問、御意見はございませんか。 

 報告ですが、何かございましたらお願いします。 

 

丸山委員  御報告ありがとうます。 

「訪問販売お断りステッカー」、これによって勧誘行為を規制してはどうかということ 



 

 

は、和歌山弁護士会の消費者保護委員会の方から平成２９年１０月に御提案させていた

だいて、その間御検討いただきありがとうございました。 

 ただ、見送りになるのは個人的には残念だと思います。 

 従前から申し上げてきましたが、ステッカーを貼付して予め訪問販売を断る意思を表

明するかどうかは消費者に委ねられているのは言うまでもありません。 

 ステッカーを貼付して訪問販売を断る意思を表示した方に対して行う訪問販売は悪質

であり、住居の平穏を侵害する迷惑な行為ではないかということで、和歌山弁護士会は

提案をしたと私は理解しております。 

 今、事務局から悪質な訪問販売事業者がいることは事実としてあるということで、今

後和歌山県としても重点的に取り組んでいくということですが、例えば平成３０年にあ

る県では県をあげて悪質な訪問販売を撲滅しようという宣言をされ、その県のホームペ

ージによると県と適正な勧誘に取り組む８つの事業者団体が悪質な勧誘を無くしていく

宣言をした。 

 事業団体はその県下の日本訪問販売協会、全日本冠婚葬祭互助会、ケーブルテレビ協

会、新聞販売協会、生活協同組合連合会、生命保険協会等８つの団体が宣言に参加して

いる。 

 取組の内容としても県とその団体とでロゴマークを作って、それを事業者が用いるこ

とで法令を遵守して適正な勧誘をする事業者であることをアピールされたり、県と事業

者が共催での研修会が行われたり、意見交換をしている。 

 この意見交換には消費者団体も参加して意見交換をしていますが、和歌山県でも先ほ

ど申し上げられたとおり、悪質な訪問販売にはきちんと対応しなければならないとおっ

しゃっていましたが、悪質な事業者の撲滅のために県をあげて取り組まれる事業者団体

と共催で研修会を行ったり、定期的に意見交換を行う等の取組を進めていただきたいと

思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

 

事務局 

 

 一同に介しての意見交換はまだ行ったことはありませんが、個別に消費者団体との意

見交換をする機会はあります。 

 今後、いつからどのような取組を行うということは明確にはお答えはできませんが、

そのような方向へ向かって進めていきたいと考えます。 

 悪質な事業者に関する情報は、主には消費生活センターの相談をもとに調査をしてお

り、これにはかなりの労力が必要となるのですが、調査の担当者については警察から派

遣された職員が行っておりますので、警察との情報交換を行う中で、一生懸命取り組ん

でいるところです。 

悪質な訪問販売事業者に対しましては、徹底的、積極的に取り組んでいくというのは、

こうした調査を行っていくことに力を入れていこうと思っておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 

議長 

 

 かなり力を入れてやっていただきたいとう丸山委員からの意見ですので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 他にございませんか。 

 よろしいですか。 

以上を持ちまして、本日の議題は終了といたします。 



   スムーズな議事進行に御協力をいただきましてありがとうございました。 

 これをもちまして議長の務めを終了させていただきます。 

 

司会 

 

 野田会長ありがとうございました。 

 今年度はこの後の審議会の開催は予定しておりません。 

委員の皆様の任期については、令和２年３月３１日までとなっておりますので、今後、

消費者行政の推進において、御協力いただく機会がありましたら、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 以上で令和元年度和歌山県消費生活審議会を終了いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、長時間にわたり、御意見をいただきまして、ありが

とうございました。 

 

 

 


