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会 議 次 第 

１．開会 

 ２．議事（報告） 

（１）消費者行政事業実施報告について 

（２）消費者行政事業概要について 

（３）その他 

３．閉会 

 

議 事 録 

１．開会 

太田主査 それでは、これより会議を開催いたします。 

はじめに本日の会議の成立についてご報告します。本日は

委員 10 名に対しまして、半数を超える６名の出席があるこ

とから稚内市消費生活安定条例第 14 条第７項の規定により

会議が成立しておりますことをご報告いたします。 

続きまして、委員の変更がございましたので、委員の皆様

並びに事務局の紹介に移りたいと思います。菅原会長から時

計回りでお願いします。 

  

【委員並びに事務局の自己紹介（省略）】 

 

２．議事（報告） 

 

（１）消費者行政事業実施報告について 

太田主査 それでは菅原会長から一言ご挨拶をいただき、この後の議

事進行をお任せしたいと思います。菅原会長、よろしくお願

いいたします。 

  

菅原会長 今日はよろしくお願いいたします。それでは開催にあたっ

て一言ご挨拶申し上げます。 

先ほど部長の挨拶にもありましたが、まさに今は消費者を

取り巻く環境は非常に厳しい状況であります。四十数年ぶり

の物価高騰ということで、今の５０代くらいより下の世代に

とっては初めて物の値段が高くなるということを経験して

いるところです。 

今まではデフレということで、物の値段が安くなるという

傾向でした。そういった中で、消費者だけではなく事業者に
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とっても非常に厳しい、特にエネルギー価格の高騰は一般消

費者、事業者問わず本当に厳しい状況になっていると思いま

す。 

また、今まであまり報道はされていなかったですが、鳥イ

ンフルエンザの問題であります。一年前くらいから私たち消

費者協会にも国や道から鳥インフルエンザに関する注意喚

起が来ておりました。それが現実となり、卵の価格、物価の

優等生と言われておりました卵の価格がひと頃の２倍以上

となっております。 

本来であれば物の値段が上がるというのは景気にとって

はけしてマイナスではないということですが、流石にここま

での物価上昇は想定外であり、消費者物価指数だけでなく企

業の物価指数もここまで上がるというのは、想定されておら

ず、それに加えまして円安やウクライナ情勢など、国内、国

外問わず非常に厳しい状況が続いております。 

また、ここ２、３日報道されております銀行の破綻、これ

が非常にクローズアップされております。昔でいう世界大恐

慌のような最悪の状況がどう避けられるのかということを

思いながら、世界中がこの状況を静観しているものと思って

おります。 

また、話は変わりますが、消費者被害。これは一向に減る

傾向がみられません。先日も海外からの指示により犯行を行

っていたものが逮捕されております。消費者被害の被害額が

上がることについて円安という要因があります。海外にいて

１００万円を稼ぐときに、レートが円安のため変わっており

ます。ですから、海外からの被害において円安という要因が

被害額につながっているのではということは一年位前から

言われております。 

話せば、いい話が全くないという状況ですけども、その中

で消費者がどう生き抜いていけばいいかということ、まさに

この物価高騰を乗り越えていくためには賃金がどう増えて

いくかということしかありません。ただ、そういった状況が

この日本の最北端、稚内の企業が今後どれだけ賃金アップと

いうことをしていただけるのかどうかということにかかっ

てきますが、これは行政も、一般庶民もどうすることもでき

ないことです。 
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そういった、どうすることもできないとういことが渦巻い

ているのが今の状況という中で、今日の審議会で活発な意見

をいただければと思います。今日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

それでは、議事を進行させていただきます。議事の１消費

者行政実施報告について事務局より説明願います。 

  

太田主査 それでは私から説明をさせて頂きます。 

【資料に基づき説明（省略）】 

  

菅原会長 ただいまの説明に対して、皆さんからご意見やご質問など

はございませんでしょうか。 

  

土田委員 ４ページの消費者センターの相談件数について、市内の相

談件数が 10 月に突出しているようなんですが、これは何か

理由があるのでしょうか。 

  

太田主査 特に分析は行っていないのですが、たまたまこの月が多か

ったのではと思います。 

  

土田委員 先ほどの年齢や相談内容別の表もありますが、10 月の相談

の内訳というのはありますか。4，5月は契約のはじめだった

りするので、これを見るともしかして 9，10 月はそれなのか

なと想像はできるのですが。新しく引っ越してきた人がなに

か契約をして、食料品関係なのかなという気はするのです

が、何か関係が分かればいいと思うのですが。 

  

太田主査 こちらでそこまでの分析ができていませんでしたので、い

ただいた意見を参考に令和４年度の相談件数の月別の件数

も確認しながら傾向を見ていきたいと思います。 

  

菅原会長 今の意見に対して説明させていただくと、北海道消費者協

会が道から委託を受けている北海道消費者センターの傾向

をみていると、だいたい６か月サイクルで上がったり、増え

たりして山、谷があるように聞いています。これがどういう

傾向かはわからないですが、ただ、稚内に関しても件数でい

うと 10 件台になる、４月 5月 10 月 3 月というのは全道的に

見ても６か月単位で回っているというのはあるのかなとい

う風に思います。 

それと消費者被害の犯人たちというかやっている人たち

というのは、私たちが思っている以上に組織化しているもの
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ですから、いうなれば事業計画があるんですね。その事業計

画に対して達成ということで実績報告があるのです。それが

トレンドという形で回ってきている。ですからそこは本当に

企業化してきているので、企業でいうところの６か月サイク

ルですよね。そういったことがこの消費者被害の相談件数に

も連動しているのではといわれておりますので、加えて説明

させていただきました。 

  

土田委員 ありがとうございます。書き入れ時というわけですね。 

  

菅原会長 そうですね。にっぱちはないんです。ほかにありますか。 

  

佐藤委員 資料に対しての要望でもいいでしょうか。この資料全体

が、令和２年度と令和３年度の比較ということで、実際は前

年の令和３年度と令和４年度の比較じゃなかったら。ちょっ

と前すぎると感じるのですが。これは４月から３月で今３月

ですから、締めれないんでしょうが、これを１月から１２月

ということも比較表示するとちょうど一年前ということも

あっていいのではと。これ最後の卵の価格見ても、なんも上

がってないじゃないかという。この表では議論できないのは

と感じる。今のことを踏まえて検討してもらえたらと思いま

す。 

  

菅原会長 これ審議会の役割というか、開催のタイミングの問題だと

思うので、改めてこの審議会では何年度分を報告するとかそ

こを説明してしただけますか。多分開催時期が翌年度に近い

この３月になっちゃっているからこういう現象で、例えば去

年の４月５月にやっていれば資料はこれでよかった。タイミ

ングの問題かと。 

  

太田主査 昨年もこの時期に開催させていただいたのですが、資料の

まとめの他、事務局で審議会開催の準備が会長の言う５月、

６月ころに３月分の数字がまとまったころにできればよか

ったのですが、準備が追い付いていない状況で昨年同様この

時期に開催ということになりました。 

比較する資料として令和２年度と令和３年度を比較する

ということで今の実情に合ったものとなりえないというご

意見を参考にさせていただいて、年度できるのか年できるの

か、開催時期を早くできないか含めて持ち帰って検討させて
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いただき、資料に反映させていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

  

菅原会長 去年の今頃は消費者物価指数も１をきって0.8くらいの上

昇だった。今は３％台ですから、かなり年度間のずれという

のは、今回は大きいですね。 

  

太田主査 資料を作っていて昨年とくらべて、今年度の消費者物価指

数を見ていても、グラフの縦軸に収まらないものが増えてき

ているということで、物価の上昇については実感をもってい

るところです。今回、資料としてお示しできなかったという

ことで大変申し訳ございません。 

  

緑川委員 だいぶ前から、この時期にやるというのは事務局の異動も

からんで、資料の整理にも時間がかかって一年やらなかった

こともある。だから先ほど会長がいったとおり、12 月だった

ら 12 月である程度締めて、異動する前にちゃんと整理して

渡すだとか、そういうほうが実情的だと私は思います。 

  

菅原会長 そのほか皆さん何かありますか。 

  

緑川委員 詐欺事件、まったく変な詐欺事件が増えてこんなんで日本

はいいのかという、そうなると消費者被害はこれからも増え

ていくのではと。今センターは３名という体制ですよね。３

名の方はずっと務めて、３年も５年もという方ですか。でき

ればベテランの方でないと、それともう一つは３名で今後大

丈夫かなと思いましたので。 

  

太田主査 今、令和 4年度に配置している職員については会計年度任

用職員の制度に移行する前からセンターの相談員をしてい

ただいている方で、２名はベテラン、１名は今年度が２年目

という方です。そのうち１名が退職の意向を示されていて、

今ハローワークを通じて募集をかけているところではあり

ます。市役所全体でかけている募集に対して中々応募がない

状況があります。委員がおっしゃる通り、消費者からの相談

にのるのは、今日行って、今日電話をとるというのができな
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い専門的な中身になりますので、できる限り、新しい人だけ

でチームを組むことが無いよう、ベテラン、中堅、新人と人

がまわるように人員配置を目指していきたいと考えており

ますが、実際問題なかなか応募が来ないというところで、大

変苦慮しているところです。 

  

菅原会長 それでいうと稚内というだけでなく、札幌の道協会、北海

道消費者センターでも毎年相談員、ハローワークで募集して

いるのですが全然集まらないそうです。 

  

佐藤委員 給料が低いからですか。 

  

菅原会長 というよりもかなり専門的な内容で、世の中全体がクレー

マー化している。へたすると自分もクレーマーですよね。そ

うなると自分に置き換えたときに相談員になるのはまっぴ

らごめんとなるわけですよね。それであればクレームをつけ

る側のほうがよっぽどいいと、そういう風潮にあるようです

ね。なので、稚内ということではなく、全道、全国同じ傾向

にあるということです。 

私からちょっと質問です。相談件数ですけども、私が一つ

の事案で相談して２回、３回やり取りしたというのは件数と

してカウントされますか。 

  

太田主査 同一の案件については１件としてカウントします。 

  

菅原会長 そこで聞きたいのですが、１事案について、その方とのや

り取りの平均回数はどれくらいありますか。 

  

熊谷主事 千差万別ですね。１回で終わるものもありますし、５～６

回やり取りするものもありますし。あっせんに入るのが、相

談者からの希望によって、相談員が直接事業者の方と話をす

るのか、引き続き消費者本人が事業者とやり取りするのかさ

えバラバラなので。そこで消費者の方がお願いします、相談

員さんが全部間をとってくれということであれば、相談員

は、消費者と話をして、それから事業者と話をして、それを

相談者に伝えてということもあるので、平均すると数字は出
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してませんが、４～５回となるのではと感じますが、ケース

によってピンキリです。１回で終わる方もいれば１０回の方

もいますし、バラバラですね。 

  

菅原会長 というのも、年間１４３件というのは、365 日で割ると、

２．何日に一件という数字です。これで行くとすごく相談員

さんの仕事って楽だと感じてしまう。 

だけどその事案で複数の、その方とのやり取りもあるでし

ょうし、どこかに問い合わせるということもある。そこらへ

んもある程度押さえておかないと、２日に一遍しか仕事がな

いみたいにみられると、ちょっと悔しいなと感じる。ですか

ら、そこらへんのことも件数だけじゃなくて延べ業務数とい

うか、それも入れておいたほうが。概数でもいいと思います。

143 件に対して、実際の各種やり取り、それが例えば 300 回

なのか 400 回なのかというのも入れとくのが、相談員さんた

ちのモチベーションにもつながってくるのではないかと感

じるので、誤解が生じないよう見せ方を工夫するのがいいの

かなと思います。 

そのほかなにかございませんか。 

  

佐藤委員 私どもの団体の状況の中で、今まで、食品衛生協会って管

内のいろいろな食中毒とか、そういったところに力を入れて

きており、また、事業者の巡回指導だとかをやってきました

が、日本のしきたり等色んなことが変わりまして、許可を取

らなくても届け出制になったりというところがでてきまし

て、私どもの協会に加盟しない、余計なお金は払わないとい

うのがどんどん増えてきて、うちの協会も存続が危ないとい

うような状況で、３月が終わって４月から新年度となるわけ

ですが、そういった中でいろいろな事業の見直しという形を

やっていくと、いろいろな形の中で苦情の件数が若干増えて

くるのかなと。 

特に市内であれば保健所に電話すると思うのですが、地

方、稚内で購入して、地方でとなったときに店に苦情の電話

を入れるか、店が受け付けなかったらやはり消費者センター

とかに来ると思う。そういう関係で今までのような形ではな

く、増える傾向が出てくる。はっきり言って宗谷支庁もそっ
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ちの担当の課が人が減っておりますので、大変なシステム化

になりましたので。飲食を扱っているところだとか、食品の

ところでも今までは HACCP（ハサップ）というのがあった。

それに基づいて、飲食では点検表をつけるだとかという形で

やっているのですが、コロナの関係で全然まわれない状況

で、保健所自体も年度の更新の時に回るだけで、逐次、年２

回今まで我々で回っていたのが、できないという現状なんで

す。そういう形のなかで書類つけも確認が全然取れていない

状況で、今年の夏からその辺は少し増やしてやっていこうと

いうことで考えておりますけども、はっきり言って、協会自

体が事業の縮小ということで、そういところをちょっと頭に

入れておいてください。何かありましたらまた協会に担当の

事務局がありますので、よろしくお願いいたします。 

  

菅原会長 佐藤委員ありがとうございます。後ほど皆さんそれぞれの

立場での意見を述べてもらう時間をすこし考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

事業報告についてそのほか質問はないでしょうか。 

 

【質問等の発言無し】 

 

（２）消費者行政事業概要について 

菅原会長 次に議事の３について説明をお願いします。 

  

太田主査 それでは稚内市の消費者事業行政の概要をご説明いたし

ます。本日お配りした議事第２関係と書いてある資料です。 

本年度である令和４年度の事業につきましては、来年度、

次の会議の際に報告させていただければと考えておりまし

て、ここではこれからの令和５年度の事業概要をご説明させ

ていただきます。記載しておりますのは事業を箇条書きにし

たものです。 

先ほどご報告した令和３年度事業と同様の事業を継続す

るほか、一部コロナ禍の影響で開催できなかったものについ

ては、状況を注視しながらも、開催可能な手法を検討し、事

業を再開してまいりたいと考えております。 

【資料に基づき説明（省略）】 
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菅原会長 事務局より説明頂きました。質問もしくは意見などはござ

いませんか。 

  

土田委員 確認なのですが、今年度もこの会議は 8，9，10 月くらいに

開催の予定だったわけですか。 

  

太田主査 昨年の会議でその予定で上げさせていただきました。 

  

土田委員 来年度も予定ではそうなっていますが、どうですか。 

  

太田主査 昨年４月にこの部署に異動してまいりまして、年間スケジ

ュールの読みが甘く、この時期の開催となりましたが、来年

度はできる限り早めの開催を目指していきます。 

  

土田委員 先ほどの資料の話で、この予定の時期に開催できるなら 4

月から 3 月の資料、今回の時期になるなら 1 月から 12 月の

資料という風にシフトしていけば、データの話は解決できる

のではと思うので、よろしくお願いします。 

  

菅原会長 その他、皆さま方からご質問等ありませんでしょうか 

  

【質問等の発言無し】 

 

 

（３）その他 

菅原会長 それでは委員の皆様から、それぞれの思いであったり、活

動であったりをお話いただけますでしょうか。 

  

渡部委員 宗谷総合振興局の渡部でございます。宗谷総合振興局では

北海道消費生活モニターというのをやっております。稚内市

さんにはモニターの委嘱事務を協力いただいているのです

が、毎月一回報道発表させていただいておりまして、地元の

新聞では取り上げていただくことも増えているのですが、毎

月宗谷地方の価格動向について発表させていただいており

ます。また、我々としては以前から取り組んでおります振り
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込め詐欺防止ということで、年金支給日に皆さんと啓発に取

り組んでおります。引き続きご協力させていただきたいと思

っておりますのでよろしくお願いいたします。 

  

土田委員 大学という立場から言うと、大学生は当然成人しているわ

けなのですが、こういう被害に対してどこに相談すればいい

のかということが、まして、外部から来ている人は特に一人

暮らしのストレス等あって気づきづらいところがあるので、

教員としても色々アドバイスしているところではあります

が、その辺大学として発信していけたらと考えております。 

先ほどの相談について、人数を増やすということ、相談員

の人数についてずっと増えなくても、先ほどの書き入れ時の

ようなときに臨時で増やす、４人目をおく、４月と 10 月の

先ほど多かった月についてノウハウをもった予備員がいる

といいのかなとおもうのですが。難しいと思うのですが、ず

っと入ってくださいというよりは対応できるのかなと思い

ます。データに関しては先ほど言った通り是非ご検討いただ

きたいと思います。 

  

熊谷主事 相談員について一点。消費生活相談員の人材登録バンクと

いう制度がございまして、職には就いていないがいつでも私

相談員になれますよという登録ができる制度がありますが、

実は宗谷管内の登録は０人という状況でございます。先ほど

会長もおっしゃったとおり、この件数だけだと業務量が少な

く見えるねというお話もありましたので、今後、回数は難し

いとしても標準処理日数を定めるほか、相談がない期間は相

談員は勉強や研修を受けながら新しいものに対応してる状

況がございますので、素人がいきなり応援という形にならな

いということと、稚内消費者センターは稚内だけではなく、

宗谷管内全部で定住自立圏という協定に基づいて遠方から

の相談もございますので、我々所管課としましてはできれば

３名ではなく、４名ほどいていただいて、今回のように退職

者が出ても引き続き維持できる体制を人事担当には要望さ

せていただいている状況ですが、新聞報道等でもありました

がそもそも市の正規職員も応募人数が少ないというところ

もございまして、中々かなっていないというのが現状でござ
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います。ただ、引き続き継続できる体制を維持していきたい

と考えております。 

  

土田委員 ４人いて、誰かが抜けても大丈夫という体制がいいと思い

ますので、引き続き頑張ってください。 

  

菅原会長 この件に関しまして、道センターの実績から言いますと、

極端に時間を費やす相談が増えている。短時間で終わるもの

も１件ですが、一時間も二時間も話し続けるというケースも

でてきまして、相談員たちがメンタル的にかなりきつくなっ

てきています。数年前から私、進言していますが、年に一回

か二回、臨床心理士による相談員のケア、そういったことが

必要なくらい、悪質といったらおかしいですが、延々と話し

続ける、そういった極端な例が増えていて、先ほどの相談員

のなり手がいないというのもそういったことを伝え聞いて

るのかなと思いますが、先ほども言いましたが、延べ件数も

そうですが、一件当たりの極端な例、一件としてカウントす

るにはきつい一時間以上費やす例が何件くらいあるのか、一

対応に費やす時間なんかも分かれば、資料としていいのかな

と思うので、ちょっと確認してみてください。それと相談員

のメンタルケア、この部分については十分していただきたい

と思います。 

  

土田委員 その一時間も二時間もしゃべるというのは、要望、苦情な

どでいうとどれでしょうか。 

  

太田主査 苦情でしょうか。お客さんが感じた困りごとを購入に至る

経緯から、自分なりにどのように解決しようとしたかなどを

中々順序立てて説明することが難しく、相談員が一つずつ聞

き出す、道筋をつけて聞き取るという作業に時間がかかりま

す。その中で相談者自身がどういった解決を望んでいるか、

心が決まっていない場合もあり、お金を返してほしいのか、

新しいものを送ってほしいのか定まっていないところで、一

緒に道筋を考えてあげるというところで、聞取りに 30 分、

要望をはっきりさせるのに 30 分など、それから事業者に連



令和４年度第１回 稚内市消費生活安定審議会 議事録 

- 12 - 
 

絡し確認をとるのに1時間など時間がかかるケースがありま

す。 

  

土田委員 なるほど。それは年齢層による違いはありますか。話が定

まっていないのが大体どのくらいの年齢とか。 

  

太田主査 若い方でも全く定まっていないこともありますし、そもそ

も、話をよく聞かないとどこに問題点があったのか、ご本人

の勘違いで間違ってボタンを押したのか、悪質でわかりづら

い表示、勧誘だったのか、若い方も高齢者の方も同じ問題に

あたります。まさにケースバイケースですね。 

  

熊谷主事 私も相談員ではないのですが、相談員で手に負えない相談

者、要は消費者センターがどういったものかというのが中々

皆さんわからない中で、弁護士のように 100％自分の味方に

なってくれる機関だと思っている方は一定数いらっしゃっ

て、そこはあくまで中立の立場で、事業者と消費者はあくま

で対等でありますが、契約書を作ったりだとかで、勧誘して

いる側が知識的に有利なので、そこを平等にするために仲介

にはいるところなので、必ずしも消費者の肩をもってどうだ

こうだといえるところではないので、その辺がわからず、な

ぜやってくれないんだと食い下がる方もいらっしゃるし、

我々はこの相談について、月毎ではなく、半月毎に件数を締

めているのですが、半月たっても相談が終わっていないとい

う案件もございますので、１か月くらい相手方からの連絡を

待ったりだとか、調べてくださいからの折り返しだとか、１

か月にわたってやり取りをして終わらせるという場合もあ

り、それでも先ほどからあるように１件にカウントします。 

  

菅原会長 今の件でいうと、先ほど６か月のサイクルがあるといいま

したけど、誤解のないよう聞いていただきたいのですが、私

は本業は福祉のほうをやっておりますが、障害者のかたの相

談件数というのは一定のサイクルがありまして、大体３か月

に一遍、俗に言う季節の変わり目ですね。これが、一般の方

達と障害を持っている方達の傾向が重複する時期が 4 月と
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10 月なのかなと思います。先ほどの長時間化というのも大体

このサイクルにあってきているのかなと。誤解していただき

たくないのですが、人間の感情の高ぶりというのが四季に応

じてあるので、喜怒哀楽という感情表現が強くでるので、そ

こらへんのことは消費者の相談窓口だけじゃなくて、色々な

分野の相談窓口で一定のサイクルがあるということをご理

解いただきたいなと思います。病気の方がそうだと私は言い

たくはないのですが、先ほどの言いました通り、消費者被害

に関しても一定のサイクルがあるということも全部集約し

てくるとピークが年２回あるということをご理解していた

だきたいと思います。 

それでは川原委員お願いします。 

  

川原委員 初めに、毎回この会議にでて思うのが、すごく大切なお仕事

をしていただいて、世の中、不安や困り感がたくさんあって、

その中で誰に相談したらいいんだろうというときに、かかわ

っている方々に力を貸していただいているんだなといつも

感じています。ありがとうございます。学校も人不足です。

保護者の方も不安だったり何かを抱えていたりするので、

中々、教育の現場も難しい中、一番お金の面で心配なのが通

信費です。スマートフォンの所持率が小学校でも大分高くな

ってきていて、中学生くらいになるとほぼほぼ全員のお子さ

んがお持ちということで、引き続きゲームの課金の問題や通

信費の問題、Wi-Fi 環境があるのかないのかという、これは

分野が違うのか出てこない問題かと思うのですが、学校とし

ては今、一人一台端末ということで、持ち帰りも文科省では

推奨していますが、それが本当にかなうのかどうか。速度も

含めて色々な問題もまた新しく発生しているなと感じてい

ます。色々なところでまた皆さんのお力をお借りしながら、

子供たちのためにより良い教育が出来たらと感じながら参

加させていただきました。 

  

菅原会長 緑川委員お願いします。 
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緑川委員 私先ほど言った通り、社会福祉協議会からということです

けども、協議会からはこういった話、ああいった話というこ

とは言われておりません。自由に遠慮なく話させていただき

ます。 

先ほどもありましたが、ごみの問題や色々な問題。当初立

派な処分センターができたとき、分別について各町内会の総

会その他に非常に頻繁に着て説明してくれていた。私富岡な

ものですから、全体の町内会と区もそれぞれやってくれてお

り、その頃はみんなも初めてだったので、納豆のねばねばど

うするかだとか、具体的に色々でていたんですよ。その後

色々落ち着いてからはなくなったというか、ごみを投げてい

ても最近は混ざっているのではというのがたくさん出てま

いりまして、大変でしょうけども、これから来年度に向けて

各総会が始まりますので、頻繫に出てきてもらって、町内会

からきてくれという前に、どうだいと、行って説明していた

だければと思います。それと何回も説明することによって、

人もかわっていますので、新鮮な話が聞けるかと思います

し、市としてその他の町内に対する要望、相談があればそれ

も含めて、また接点を狭めてもらってきてもらえたらと思っ

ていました。人が少ないと話でてましたが何とかやっていき

たいと思っていました。 

  

菅原会長 佐藤委員、先ほどの他に何かありますか。よろしいでしょ

うか。 

では私のほうから一つ、消費者協会としては先ほど言いま

した通り、物価高騰ということにどうやって生活防衛してい

くのかというのが大きな課題になってきております。その中

で値上げというものを類型化していったときにどういった

ものがあるのかというと、佐藤委員がいる前で私も中々話し

づらい部分がありますが、値上げには３つあります。同じ量、

同じ中身がそのまま値上がりする。これが通常ですね。あと

は同じ金額で量が変わる。これがあります。価格が同じで量

が減ることをきちんとマスコミ報道とかで消費者にきちん

と報道するのが、これが本当の値上げですが、問題は何も言

わないで量を減らす、俗に言う実質的値上げというもので

す。もっと言えばステルス値上げなどと言われていますが、
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こういったものも登場しているのでこれはかなり監視して

いかないとならない分野だと感じます。 

先ほど言ったとおり、今事業者が値上げをしなければなら

ないということは消費者も十分理解しています。ただそのや

り方ですよね。なにも言わないで量を減らして価格を維持と

いうのはちょっと考え物なのではと、特にただいま 10％増量

などありますが、これは消費者離れを防ぐために、一時的に

お得感を出して消費者を引き付け、最終的に量を減らすなど

様々な方法があります。ただいずれにしても、言わないでや

るということがやっぱり一番問題になると思います。 

あと問題なのは、今までよりも消費者に量をいっぱい使わ

せる。これが今問題になっている。今までよりも味を薄くす

る。調味料関係でもすごく顕著になっている。例えばめんつ

ゆであったりとか、そういう調味料関係が今までよりも、あ

ら味が足りないとたくさん使わせる方法があります。もう一

つ量を使わせる方法で、蓋のでる量が多くなる、これ最近焼

肉のたれがすごく多いんですよ。どぼどぼと出てしまう。こ

れ昭和４０年代に調味料会社がやりましたよね。穴の大きさ

を変えることによって化学調味料離れで消費者が引いたと

ころに、量を使わせる。これすごく歴史的方法なんです。 

最近またこの歴史的な方法をやる企業が増えてきていま

す。これは特に高齢者にとっては、手も震えながらかけてま

すから、どうしてもかけすぎになる。あともう一つは味が薄

い薄いとなって、私最近舌がおかしくなったのでは、味覚が

かわったのかしらと精神的に不安になる主婦の方もいらっ

しゃる。特に高齢の方で。これもちょっと許し難いのかなと

思っております。ですから、値上げには色々な類型があると

いうこと、その中でこれは認めなければというものもありま

すが、消費者を欺いているなというものもある。特に欺いて

いる値上げについて、消費者はもっともっと強く言っていか

なければと思います。その最たるものが今回の電力会社の値

上げです。あの計算方法というのはまやかしだらけで、何か

月も前の円安傾向を用いたり、何か月も前の天然ガスの価格

を使ったり、最終的には今回は経産省は値上げ方針に対して

６％から８％下げなさいというような形で値上げを認める

かもしれませんけど、これも先ほど言いましたまやかしです
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よね。欺いている、真実を伝えない中での値上げ。これはや

はり消費者だけではなく事業者もかなり強く訴えていかな

ければと考えています。それと稚内はかなり今、ガソリンの

金額は昨年の９月くらいからずっと同じ金額なんですね。全

道、全国的にみるとガソリンの価格は下がりつつあります。

セルフに関しては稚内も少しずつ下がっていますが、稚内の

場合はなぜか業者間で、業者間といっても稚内では今卸売メ

ーカーが全体の８割くらいが同じところなんですよね。です

から、そこで価格を協定されてしまったら太刀打ちできな

い。そうではない地元、ほかもそれに追認してしまうという、

完全に横並びの昔でいうところのカルテルというか、価格協

定というか、そういった昔ながらの業界の価格協定というも

のは消費者だけでなく事業家の方達にも一番厳しい、LP ガス

については全道一稚内が高いです。これがなぜかということ

が全道的な分析の中でも評判になるのですが、なぜか稚内が

LP ガスが高い。多分、全道的に高いということは全国的にも

高く、世界的にも高いということになりますよね。こういっ

た稚内の特殊な事情もあります。そうではない全国的な傾向

もありますが、やはり、値上げにも適正な値上げと不当な値

上げというもの、例えばお弁当なんかは完全にそうですよ

ね。中身が前は６品だったものが５品になった。６品だけど

１品ずつが小さくなった。ご飯の量が少なくなった。容器が

上げ底になった。こういったことに関しては消費者というの

はもっともっと強く訴えていかなければならないと、今回の

値上げは昔の値上げとは少し違う、40 数年前の値上げとは違

う事情があるのではと。事業者にとっては最低賃金がどんど

ん上がっていっている。これも大きな要因だと思います。そ

れに加えて国からは賃金をもっと上げろ上げろと言われる。

消費者も大変ですが、一般企業も大変な状況にある、これが

40 数年ぶりの物価上昇であると、今までにない傾向かと思い

ますが、これに関しては消費者だけではなく事業者とも手を

結ばなければならないところも一部あるという、今回の摩訶

不思議な値上げと思っておりますので、今後も引き続き稚内

消費者協会として注視していきたいと思っております。 

ということで、皆さんにお話いただきました。言い残した

ことはないでしょうか。 
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【ありませんの声あり】 

 

３．閉会 

菅原会長 それでは次回の開催予定について、先ほどもありましたが

事務局からお願いします。 

  

太田主査 先ほどの年間予定表に記載しておりますとおり、可能であ

れば秋口に開催できればと考えております。その際は別途ご

案内いたしますのでご協力をお願いいたします。 

  

菅原会長 それでは以上をもちまして、会議を終わりたいと思いま

す。大変お疲れさまでした。 

 

 

 

以上 

 


