
主催 日本弁護士連合会 

シンポジウム 

地域で防ごう！消費者被害 the 総括 

～各地に広がる！被害防止の工夫と連携～ 
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【金沢】自治体と消費者団体による消費者安全確保地域協議会設立マニュアルの作成・普及 

青海 万里子 氏（特定非営利法人 消費者支援ネットワークいしかわ） 

 

【広島】社会福祉協議会（中山口伝の会）による音楽劇の取組紹介 

森友 隆成（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員） 

 

【徳島】自治体による市町村ネットワーク設立の推進方策 

小椋 昇明 氏（徳島県危機管理部次長） 

   

 【福岡・金沢・徳島】高校生・大学生などの若者による消費者教育の取組 

   末吉 江衣（徳島弁護士会消費者問題対策委員会委員） 

 

４ 報告「シンポジウムのやり方の工夫とその後の取組について～宮城での開催を例に～」         

  大泉 力也（仙台弁護士会消費者問題対策委員会委員） 

 

５ 本総括シンポジウムまとめと今後の取組の提案                      

野々山 宏（日弁連消費者問題対策委員会消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ座長） 

 

  閉会挨拶                                       

黒木 和彰（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長） 

※日弁連シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 the 総括」（２０１８年８月３日開催）資料から一部抜粋

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト

Administrator
タイプライターテキスト
資料６-１

Administrator
長方形



 

 

資料目録 

番号 資料 頁 

１ 基調報告「連続シンポジウム『地域で防ごう！消費者被害』の中間総括」

（国府 泰道） 
１頁 

１－２ 【参考】各地のシンポジウムにおける式次第 ６頁 

２－１ 退職者連合の「消費者被害なくす運動」（退職者連合） ２３頁 

２－２ コンビニエンスストアにおける高齢者支援の取り組みについて（株式会

社セブン-イレブン・ジャパン） 

 

３－１ 老人クラブの取組み～大阪府老人クラブ連合会を中心に～（大阪） ３７頁 

３－１－２ 【参考】地域で防ごう消費者被害大阪交流会～第２回交流会のご報告～

（OBA Monthly Journal 2018 年 7 月号 Vol.70 行政連携）（大阪） 
４５頁 

３－２ 北海道における「地域消費者被害防止ネットワーク」の現状と課題（札

幌） 
４７頁 

３－３ 自治体と消費者団体による消費者安全確保地域協議会設立マニュアルの

作成・普及（金沢） 
６３頁 

３－３－２ 【参考】見守りネットワークのつくり方＆運営マニュアル（金沢） ６６頁 

３－４ 社会福祉協議会（中山口伝の会）による音楽劇の取組紹介（広島） ８３頁 

３－５ 自治体による市町村ネットワーク設立の推進方策（徳島） ８４頁 

３－６ 高校生・大学生などの若者による消費者教育の取組（福岡・金沢・徳島） ９１頁 

４ 報告「シンポジウムのやり方の工夫とその後の取組について～宮城での

開催を例に～」（大泉 力也） 
９７頁 

５ 本総括シンポジウムまとめと今後の取り組みの提案（野々山 宏） １０９頁 

【主催】日本弁護士連合会 

【共催】日本司法書士連合会，全国青年司法書士協議会，労働者福祉中央協議会，日本退職者連合，一

般社団法人全国消費者団体連絡会，全国消費者行政ウォッチねっと，公益社団法人全国消費生

活相談員協会，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，主婦

連合会，全国地域婦人連絡協議会，一般財団法人日本消費者協会，日本生活協同組合連合会 

【後援】消費者庁，内閣府消費者委員会，独立行政法人国民生活センター，公益財団法人全国老人クラ

ブ連合会，社会福祉法人全国社会福祉協議会，全国民生委員児童委員連合会，全国自治会連合

会，公益財団法人全国防犯協会連合会 

２９頁 

※日弁連シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 the 総括」（２０１８年８月３日開催）資料から一部抜粋



- 1 -

（基調報告）

連続シンポジウム「地域で防ごう消費者被害」の中間総括

2018/08/03 国府 泰道（大阪）

１ 日弁連連続シンポ

昨今、高齢者の消費者被害、特殊詐欺被害が急増しており、今後、社会

がさらに高齢化してゆく状況の中で、今なすべきことは、これら被害の予

防と救済のための仕組みづくりを実践することである。

日本弁護士連合会は、２０１６年６月に、そのための取組みとして、高

齢者福祉や消費者問題に関係する団体や行政機関が連携するシンポジウム

「地域で防ごう消費者被害 in ○○」を全国各地で行うことを企画し、第

１段階として全国の高裁所在地などの９地点で開催することにした。

悪質な消費者被害の予防・救済のために，勧誘規制，救済制度及び見守

りネットワークを前進させること，また，その実現に向けて，具体的な取

組みを全国で共有し，シンポの開催をきっかけに関係団体の連携をはかり

それを元に各地の取組みの強化につなげることを目的とするものである。

2017年 2018年

(1) 東京シンポ（2/25）150人 (7) 金沢シンポ(1/27) 85人

(2) 大阪シンポ(3/25) 196人 (8) 徳島シンポ(2/3) 122人

(3) 名古屋シンポ(4/1) 90人 (9) 広島シンポ(2/24) 80人

(4) 福岡シンポ(6/17) 141人

(5) 札幌シンポ(10/28) 90人

(6) 仙台シンポ(11/25) 108人

２ 弁護士会シンポ

2017年 2018年

(1)山梨（1/31） 100人 (5)熊本（2/17） 127人
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(2)京都（3/18） 75人 (6)兵庫 (5/12) 100人

(3)神奈川（7/15）55人 (7)埼玉（6/16） 121人

(4)奈良（10/14） 40人 (8)千葉（11/10）

(9)新潟 (11/23)

(10)秋田（未定）

以上で、１９地域での開催となる。「全国制覇」をするためには、まだ

２８県での開催が必要。これまでの開催１６箇所での参加者合計は１６８

０人に上る。

３ 連続シンポの意義と成果（各シンポの特徴など）

(1) 東京シンポ（２／２５）

振り出しのシンポであり、国の行政機関、全国組織の団体からの後援を

得るなど（共催・後援を戴いた全国組織は２１団体）、全国的な展開のス

タートを切ることができた。また、その後の全国でのシンポの基本形を作

った。

逆に、東京における地域団体間の連携等の取組が十分できず、今後の課

題として残した。

(2) 大阪シンポ（３／２５）

東京シンポを皮切りに共催・後援を戴いた全国組織に加え、地元行政を

はじめとする地元団体の後援も得て、共催・後援団体は５５団体となった。

準備期間を長くとっていたので、各団体への働きかけができていたこと、

開催までに各団体に参加を呼びかけて準備会を開催したこと、終了後も反

省会を行い、以来、「地域で防ごう消費者被害大阪交流会」を半年に一度

開催するなど、団体間連携の維持が継続できている。

(3) 名古屋シンポ（４／１）

愛知発祥のＡＴＭ振込制限や、コンビニエンスストアの取組みといった

企業の取組みの成果が報告された点が目新しかった。

迷惑電話装置の効果について名古屋市消費生活センターの報告も数少な

い貴重な報告であった。
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(4) 福岡シンポ（６／１７）

佐賀大学学生による消費者教育の取組報告が、他にない新しい活動報告

であった。

福岡では消費者安全地域協議会を設置した唯一の自治体である苅田町か

らの報告がなされ、その後の福岡県内における地域協議会設立にむけた刺

激となった。

(5) 札幌シンポ（１０／２８）

平成１５年以来北海道が取り組んできていた消費者被害防止ネットワー

クの取組が報告され、全国の地域協議会の設立に向けて、先駆者としてよ

きアドバイスを得ることができた。

(6) 仙台シンポ（１１／２５）

準備の過程で、参加団体に対してそれぞれの団体の取組についての質問

書を送付しており、その回答を踏まえてシンポではパネルディスカッショ

ン方式の「意見交換会」がなされ、報告だけにとどまらない進行が特徴的

だった。

退職者連合が、県及び各市に対して「迷惑勧誘行為に関する要請」を行

い（2015年12月）、県及び各市から回答を得ており、その回答内容が報告

された。全国的に見ても大変参考になる取組例である。

終了後の会場に軽食・ビールなどを用意して、その場で懇親会を開催す

ることにして、関係団体の懇親会参加をつなぎ止める工夫をしていた。

(7) 金沢シンポ（2018年 １／２７）

大学ゼミ生が寸劇などにより行っている啓発活動が紹介された。

適格消費者団体が県からの受託事業により「消費者安全確保地域協議会

設立・運営の手引書」を作成するなど、適格団体の積極的な活動報告が印

象的だった。

(8) 徳島シンポ（２／３）

県知事がご挨拶に立たれ、徳島県の力の入れようを感じた。

活動報告としては、板野町消費生活センターでは、訪問相談といった形

態で、相談者宅に出かけていく相談を行っているという報告が印象的であ

った。その結果、人口比の相談件数が多く（約１．５％）、被害の掘起こ
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しの点で成果を上げている。

吉野川高校という農業科と商業科のある高校という特長を生かし、高校

生によるレストランの開設などによる消費者教育の実践を行っているとい

う珍しい取組報告がされた。

(9) 広島シンポ（２／２４）

「なかやま口伝の会」による消費者教育実践報告があった。歌による寸

劇は目新しいもので、自主的な取組の多様性を感じた。

以上見てきたように、当初予想していた以上に各地の特徴的な取組が発

表されるなど、それぞれが特色のある連続シンポとなった。

４ シンポ開催後の連携のための取組み

シンポの準備のために比較的長い準備期間を確保し、参加団体との協議、

後援団体の依頼など準備過程で各団体の連携をはかることに工夫がなされ

た。関係団体によるシンポ準備会が開催された地域も多かった。シンポを

開催するために連携を作り上げていくことで、顔の見える関係を築くため

の第１歩となるものであった。

しかし、シンポ終了後の連携の継続がどのようにしてなされているかに

ついては、日弁連内においても十分な情報交換、意見交換ができていない。

そのようななかで、大阪は取組継続が比較的うまくいっている例である。

大阪ではシンポから２ヶ月後にシンポの反省会が関係団体によって開催さ

れ、それ以降６ヶ月に１回のペースで「地域で防ごう消費者被害大阪交流

会」が開催されてきている。シンポをきっかけに関係団体の情報交換と連

携強化をはかろうというものである。６ヶ月の間の各団体の取組の情報交

換や、情勢の変化などの情報共有がなされる場となっている。また各団体

がそこで得た情報を持ち帰り、それぞれの団体での活動を強化するための

動機付けの場ともなっている。交流会での情報交換を通じて、地域協議会

設立についての関心が高まったり、条例改正、ステッカーの制作など、活

動の広がりができつつある。

地域協議会設立、条例改正、ステッカーの制作、街頭キャンペーンの実

施等の具体的な課題への（共同の）取組みを通じて、団体相互の連携を強
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化していけるか、各地における工夫が期待される。

５ 地域での消費者被害の予防

～消費生活条例と「訪問販売お断りステッカー」「迷惑電話防止装置」～

約１年半にわたる連続シンポの取組みを通じて、シンポ開催した弁護士

会内においては不招請勧誘規制や消費者安全確保地域協議会といった課題

に関する関心が確実に高まってきている。

高齢消費者に対する地域の見守りネットワークを構築していくことや消

費者安全確保地域協議会の設立に向けて取り組んで行くことが、消費者被

害を防止するための重要課題であると理解され、それに向けた取り組みが

各地で徐々に拡大されている。

また、連続シンポを重ねる過程で、振込制限の効果、迷惑電話防止装置

の効果などが明らかになり、これらの強化が被害抑止への有効な方策であ

ることも認識されてきた。

平成２８年特定商取引法改正で実現できなかった不招請勧誘に対する法

律上の規制を実現することを目指しつつも、条例などを活用して地域レベ

ルでも規制ができる方策を実現すること、そして地方での規制が各地に広

がることを実現し、それを背景に法的規制へと進んでいく道が考えられる。

そのために国レベルでの法的規制の実現を待つのみではなく、地域で可能

な取組を追及していくこと及びそれら取組を通じて関係団体の連携を強化

していくことが当面の重要な課題である。 そのための具体的な取組課題

が、「消費生活条例改正」「訪問販売お断りステッカー」「迷惑電話防止装

置」の普及である。

以上
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連続シンポジウム 

 

地域で防ごう消費者被害 in 東京 

日時：２０１７年２月２５日（土）１３：００～１６：００ 

場所：弁護士会館３階会議室 

 

 

〔司会〕鈴木さとみ（東京シンポジウム実行委員） 

    北後政彦 （東京シンポジウム実行委員） 

■ 開会挨拶                                   
瀬戸和宏 （日弁連消費者問題対策委員会委員長） 

■ 基調講演                                   
河上正二氏（東京大学法学政治学研究科教授・内閣府消費者委員会委員長） 

■ 基調報告                                   
薬袋真司 （日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

■ 被害実態報告                                 
待鳥三津子氏（東京都消費生活総合センター高齢者支援グループ主任・消費生活相談員） 

 

（ 休 憩 10 分 ） 

 

■ 全国地域婦人団体連絡協議会の取り組み                     
長田三紀氏（全国地域婦人団体連絡協議会） 

■ 社会福祉法人全国社会福祉協議会の取り組み                   
藤咲宏臣氏（社会福祉法人全国社会福祉協議会） 

■ 日本退職者連合の取り組み                           
菅井義夫氏（日本退職者連合） 

■ 一般社団法人全国消費者団体連絡会の取り組み                  
小林真一郎氏（一般社団法人全国消費者団体連絡会） 

■ 世田谷区の取り組み                              
尾方啓美氏（世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課課長） 

■ 東京三弁護士会の取り組み                           
石丸文佳（第二東京弁護士会） 

■ 警視庁による迷惑電話防止装置の普及活動                    
芝山賢一氏（警視庁犯罪抑止対策本部・警視） 

■ 各地の取り組みにおける予算の活用方法等                    
吉田 朗氏（消費者庁消費者教育・地方協力課課長補佐） 

■ 各地での取り組みの呼びかけ                          
拝師德彦 （東京シンポジウム実行委員長） 

■ 閉会挨拶                                   
野々山宏 （日弁連消費者問題対策委員会消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ座長） 

 

 

日本弁護士連合会 
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日時：２０１７年４月１日（土）１３：００～１６：３０ 
場所：愛知県弁護士会館５階ホール 

 
 

〔司会〕加藤健一（愛知県弁護士会、日弁連消費者問題対策委員会委員） 

■開会挨拶 池田桂子（愛知県弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長） 
■基調講演  
 ○被害防止のための地域の役割と期待 ー 高齢者の消費者被害と救済制度 ー 
   河上 正二 氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授、内閣府消費者委員会委員長） 

 ○イギリスでの不招請勧誘規制と地方自治体による訪問販売被害対策 
上杉 めぐみ 氏（愛知大学准教授） 

～ 休憩 ～ 
■被害実態報告 

中西 晶嗣 氏（名古屋市市民経済局市民生活部消費生活センター相談係長） 

■基調報告 
○訪問販売お断りステッカーと迷惑電話防止装置の活用について 

   薬袋 真司 （日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

■取組み報告 
 ○愛知県弁護士会が作成した訪問販売お断りステッカーの紹介 

愛知県下自治体アンケート結果の紹介 
   村上 優太、青山 玲弓（愛知県弁護士会消費者委員会委員） 

○愛知県の取組み（愛知県消費者安全確保地域協議会など） 
  平松 哉人 氏（愛知県県民生活部県民生活課主幹） 

○名古屋市の取組み 
  柴田 朋宏 氏（名古屋市市民経済局市民生活部消費流通課消費生活係長） 

○愛知県警察の取組み 
  内田 昌樹 氏（愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課地域安全対策室長 警視） 

○金融機関の取組み 
石川 篤伸 氏（西尾信用金庫常務理事） 

○コンビニエンスストアの取組み 
  堂本 敏雄 氏（株式会社ｾﾌ゙ ﾝ＆ｱｲ･ﾎ ﾙーﾃ゙ ｨﾝｸ ｽ゙本部渉外部） 

岡崎  寛 氏（株式会社ｾﾌﾞﾝ＆ｱｲ･ﾎ ﾙーﾃ゙ ｨﾝｸﾞｽ西東海ｿﾞ ﾝー総務担当ﾏﾈ ｼー ｬ゙ｰ） 

～質疑応答～ 
■今後の取組みについて 
   岩城 善之（愛知県弁護士会消費者委員会企画渉外部会部会長、日弁連委員） 

■閉会挨拶 
野々山 宏（日弁連消費者問題対策委員会 消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ座長） 
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日本弁護士連合会・福岡県弁護士会 

連続シンポジウム 

地域で防ごう消費者被害 in  福岡 

日時：２０１７年６月１７日（土） １３：３０～１６：００ 

場所：ＩＰ（インペリアルパレス）シティホテル福岡 ２階セレナ 

    福岡市博多区中洲５－２－１８ 

プ ロ グ ラ ム 

〔司会〕南正覚 文枝（福岡県弁護士会消費者委員） 

■開会挨拶 

  作間 功（福岡県弁護士会 会長） 

■基調講演 松本 恒雄 氏（独立行政法人国民生活センター 理事長） 

  「地域で防ごう消費者被害—『弱い消費者』をめぐって」 

■基調報告 國府 泰道 氏（大阪弁護士会，日本弁護士連合会消費者問題対策委員） 

  「被害防止の手法と取組について」 

■取組み報告 

 〇「福岡県消費生活センター活動報告」 

    三村 重行 氏（福岡県消費生活センター相談啓発課 課長） 

 〇「福岡県警察の取り組み」 

    沖 健太郎 氏（福岡県警生活安全部生活経済課 課長補佐） 

    大庭 直樹 氏（福岡県警生活安全部生活安全総務課安全安心まちづくり推進室 室長補佐） 

～ 休 憩 ～ 

 〇「地域生協における見守りネットふくおかの活動」 

    篠田 陽二 氏（福岡県生活協同組合連合会 専務理事） 

 〇「あっというまに年をとる、他人事でない後見の話」 

    井上 月子 氏（NPO 法人 I’サポート新宮 理事長） 

 〇「苅田町の見守りネットワークと消費者の安全確保」 

    青木 栄一 氏（福岡県苅田町くらし安全課 くらし安全担当 係長） 

 〇「学生による消費者教育の取組」 

    今泉 照代 氏（NPO 法人佐賀消費者フォーラム 事務局長） 

    伊﨑 朱莉 氏，大坪 由佳 氏，渋谷 佳奈 氏，田中 香織 氏 

    武田 晃佳 氏，常松 大聖 氏，政本 諒太朗 氏（佐賀大学経済学部経済法学科３年） 

 〇「コンビニエンスストア セイフティステーション活動」 

    後藤 大輔 氏（セブンイレブン・ジャパン 北九州地区 総務担当マネジャー） 

■今後の取組みについて 

  朝見 行弘（福岡シンポジウム実行委員長，福岡県弁護士会消費者委員） 

■閉会挨拶 

  瀬戸 和宏（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 委員長） 
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連続シンポジウム 

地域で防ごう消費者被害ｉｎ金沢 
    日 時  ２０１８年１月２７日（土）１３：３０～１６：３０ 

    場 所  金沢弁護士会館２階ホール[金沢市丸の内７－３６] 

 

 プログラム 

【司会】伊藤 円香氏(金沢弁護士会消費者問題対策委員) 

  

○開会挨拶  橋本 明夫氏(金沢弁護士会 会長) 

  

○基調講演  松本 恒雄氏(独立行政法人国民生活センター 理事長)（20 分）  

   「地域で防ごう消費者被害～『弱い消費者』をめぐって」 

 

○基調報告  国府 泰道氏 

(弁護士，大阪弁護士会，日本弁護士連合会消費者問題対策委員)（20 分） 

「被害防止の手法と取り組みについて」 

  

○報告（各 15 分） 

  １．「特殊詐欺の現状と対策」 

冬至 康人氏（石川県警察本部生活安全部生活安全企画課 警部） 

  ２．「北國銀行における特殊詐欺防止に関する取組み」 

原 孝昌氏（株式会社北國銀行経営管理部コンプライアンス課 課長） 

  

－ 休 憩 － 

 

  ３．石川県高齢消費者被害防止寸劇「よし子おばあちゃん、気をつけて！」 

金沢大学 家政Ｇｉｒｌｓ 

（金沢大学人間社会学域学校教育学類家政教育専修３年生） 

  ４．「金沢弁護士会との連携による若者の消費者被害防止のための取組等」 

杉村 佳津子氏（石川県消費生活支援センター 所長） 

  ５．「金沢市の取組状況」 

中坂 暢江氏（金沢市市民局人権女性政策推進課 課長） 

  ６．「適格消費者団体ができました！」 

青海 万里子氏（ＮＰＯ法人消費者支援ネットワークいしかわ 事務局長） 
                   

 ○ 今後の取り組みについて  中出 健作氏（金沢シンポジウム実行委員長） 

 

○ 講評   野々山 宏氏（日本弁護士連合会消費者問題対策委員会 

消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ座長） 

  

○ 閉会挨拶   中巳出 崇氏（石川県司法書士会会長） 
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日時：２０１８年（平成３０年）２月２４日（土）１４時３０分～ 

場所：広島弁護士会館２階大会議室 

主催：日本弁護士連合会，広島弁護士会 

 

１ 開会挨拶（１４時３０分～） 

  下中奈美氏（弁護士，広島弁護士会会長） 

 

２ 基調報告（１４時３５分～） 

  薬袋真司氏（弁護士，日弁連消費者問題対策委員会副委員長） 

   レジュメ「作ろう！広げよう！見守りネットワーク」 

   資料１ 石川県「見守りネットワークのつくり方＆運営マニュアル」 

 

３ 消費者被害実例報告（１５時１５分～） 

 ⑴ 池本智子氏（広島県生活センター 消費生活相談員） 

   消費生活情報紙「ひろしまスクエアＮｏ．４２」 

 ⑵ 田中淳子氏（広島市消費生活センター 消費生活相談員） 

   冊子「広島市消費生活センター」 

   資料２の１「消費生活情報紙 知っ得なっとくＮｏ．１９６」 

   資料２の２「消費生活情報紙 知っ得なっとくＮｏ．１９７」 

 

～～～休憩～～～ 

 

４ 各団体の取組み発表（１５時４０分～） 

 ⑴ 広島県消費生活課 

    資料３「広島県消費者基本計画（第２次）の概要」 

 ⑵ 特定非営利活動法人消費者ネット広島 

    資料４「消費者ネット広島の活動」 

 ⑶ 生活協同組合ひろしま 

    おもいやりコープ弁当便「ご利用のご案内」 

シンポジウム 

「地域で防ごう消費者被害 in 広島」 
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    「生協ひろしま ＧＵＩＤＥ ＢＯＯＫ」 

    資料５「生協ひろしま夕食宅配事業の見守り活動」 

 ⑷ 広島市社会福祉協議会，なかやま口伝の会 

    資料６「『なかやま口伝の会』活動の記」 

 ⑸ 広島県労働者福祉協議会 

    資料７の１ レジュメ 

    資料７の２ ライフサポートセンターのチラシ 

 ⑹ 広島司法書士会 

    資料８の１ 生き活き法律教室案内 

    資料８の２ 総合相談センター（広島）チラシ 

    資料８の３ 第９回親子法律教室チラシ 

 ⑺ 広島県警察本部 

    特殊詐欺被害防止の被害防止等のチラシ 

 

５ 総括・閉会挨拶（１７時～） 

  野々山宏氏（弁護士，日弁連消費者問題対策委員会 

消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ座長） 

    「消費者契約法の改正を実現する連絡会」のポンチ絵 

 

 

共催 

  特定非営利活動法人消費者ネット広島，一般財団法人日本消費者協会，一般社団法人全国消費者団体

連絡会，公益社団法人全国消費生活相談員協会，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，主婦連合会，全国青年司法書士協議会，全国消費者協会連合会，全国消費者行政ウ

ォッチねっと，全国地域婦人団体連絡協議会，日本司法書士会連合会，日本生活協同組合連合会，日本

退職者連合，労働者福祉中央協議会 

 
後援 

消費者庁，内閣府消費者委員会，独立行政法人国民生活センター，警察庁，広島県，広島県警察本部，

広島市，福山市，呉市，尾道市，三次市，庄原市，広島司法書士会，公益財団法人広島県老人クラブ連

合会，公益財団法人広島市老人クラブ連合会，広島県労働者福祉協議会，広島県民生委員児童委員協議

会，広島市民生委員児童委員協議会，広島退職者連合，広島県生活協同組合連合会，公益社団法人広島

消費者協会，公益社団法人広島県防犯連合会，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・相談員協会中国支部，（社福）広島県社会福祉協議会，（社福）広島市社会福祉協議会，（社福）福山

市社会福祉協議会，（社福）呉市社会福祉協議会，（社福）尾道市社会福祉協議会，（社福）三次市社会福

祉協議会，（社福）庄原市社会福祉協議会 

※日弁連シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 the 総括」（２０１８年８月３日開催）資料から一部抜粋
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シンポジウム｢見守り｣で防ぐ高齢者の消費者被害

日時：平成29年1月31日13時～16時

場所：山梨県立文学館 講堂

司会 山梨県弁護士会 亀山 倫世

１ 開会挨拶

山梨県弁護士会会長 松本 成輔

２ 共催者挨拶

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長 坂 勇一郎

３ 高齢者の消費者被害の実態についての報告

山梨県弁護士会 中川 佳治

４ 基調講演 「高齢者の見守りは地域のネットワークで」

(公社)全国消費生活相談員協会理事長 吉川 萬里子

５ 甲府市消費生活センターの活動と高齢者等の見守り体制について

甲府市市民部市民協働室長 輿石 治夫

― 休 憩 ―

６ パネルディスカッション

パネリスト (公社)全国消費生活相談員協会理事長 吉川萬里子

山梨県消費生活安全課課長補佐 矢花 和江

甲府市消費生活相談センター消費生活相談員 相川都代美

南アルプス市地域包括支援センター主任CM 清水健太郎

山梨県弁護士会消費者問題対策委員会事務局長 關野 文士

コーディネーター 山梨県弁護士会消費者問題対策委員会委員長 花輪 仁士

７ 閉会挨拶

関東弁護士会連合会消費者問題対策委員会副委員長 金木 千恵
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京都弁護士会

訪問取引お断りステッカー作成記念シンポジウム

地域で防ごう 消費者被害

日時 ２０１７年３月１８日 １３時から１５時３０分

場所 京都弁護士会館 地下ホール

【開会挨拶】

京都弁護士会 副会長 小川顕彰

【基調講演】

諸外国における訪問勧誘・電話勧誘による消費者被害の予防制度

京都大学大学院法学研究科 准教授 カライスコス アントニオス先生

【報告】

防ごう！消費者被害～予防・見守りのポイントとステッカーの活用法～

京都弁護士会消費者保護委員会 委員 伊吹健人

【休憩】

【寸劇】

訪問取引お断りステッカーの効力

京都弁護士会消費者保護委員会 委員有志

【関係各団体からの取組のご報告】

・京都市消費生活総合センター センター長 柴田洋志様

・京都府消費生活安全センター 企画・啓発担当副課長 笹原美香様

・京都市保健福祉局長寿社会部長寿福祉課 課長 伊井亜弓様

・京都府健康福祉部介護・地域福祉課 副課長 宮村匡彦様

・京都府防犯協会連合会 専務理事・事務局長 藏屋克彦様

・京都府老人クラブ連合会 理事 平野純子様

・京都府警の取組について 京都弁護士会消費者保護委員会 委員 長谷川彰

【会場発言】

【閉会挨拶】

京都弁護士会 消費者保護委員会 委員長 平尾嘉晃
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高齢者等の消費者被害は後を絶ちません。特に訪問勧誘や電話勧誘をきっかけとして被害に遭うケース

が目立ちます。消費生活審議会では、条例改正の議論もされているところです。 

そこで、神奈川県弁護士会では、消費者被害予防のため、訪問販売お断りステッカーを作成いたしまし

た。高齢者福祉や消費者問題に関係する団体、機関と連携・協働し、より効果的に消費者被害を予防し

ていきたいと考えています。皆様、ふるってご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

◆主催：神奈川県弁護士会 

消費者問題対策委員会 

 

◆お問い合わせ先 

担当：神奈川県弁護士会 

 法律相談課 

電話：045-211-7702 

(平日 9:00～17:00) 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.kanaben.or.jp/ 

 

訪問販売お断りステッカー作成記念シンポ 

地域で防ごう消費者被害 

日 時： ２０１７年７月１５日（土） 

     １３：３０～１５：３０（開場１３：００） 

場 所： 神奈川県弁護士会館 ５階大会議室 
（横浜市中区日本大通９） 

内 容： 
１ 基調報告－神奈川県における訪問販売トラブル・条例の現状 

       神奈川県弁護士会訪問販売お断りステッカーの紹介 

報告者 神奈川県弁護士会消費者問題対策委員会委員有志 
２ 基調講演－奈良県における訪問お断りステッカー（仮題） 

講 師 皐月宏彰 弁護士 （奈良弁護士会消費者保護委員会） 

３ 意見交換 
 

※ご来場いただいた方には、もれなく 
訪問販売お断りステッカーを差し上げます！！ 

 

◆参加費 無料 
 

◆事前の申し込み不要 
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2017年10月14日

奈良弁護士会 日本弁護士連合会主催

奈良県社会福祉協議会

特定非営利活動法人なら消費者ねっと 共催

地域で防ごう消費者被害in奈良
１３：００開演、１５：５０閉演予定

● １３：００ 主催者からのご挨拶（奈良弁護士会）

● １３：１０ 基調講演（カライスコス アントニオス氏）

諸外国における訪問勧誘・電話勧誘による消費者被害の予

防制度について

（休憩）

● １４：２０ 寸劇（グループあんあん）、条例告示改正の概

要について（奈良県くらし創造部消費生活・安

全課）

● １４：５０ ステッカーの解説（弁護士皐月宏彰）

● １５：００ 関係機関の取り組み報告（奈良県社会福祉協議

会、非特定営利活動法人なら消費者ねっと）

● １５：２０ 質疑応答、消費者契約法の改正を実現する連絡

会からのお知らせ

● １５：４０ 閉会挨拶（消費者保護委員会）
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シンポジウム 

地域で防ごう！消費者被害 in ひょうご 
 

日 時 ： 2018 年 5 月 12 日（土）13：00～ 

場 所 ： 兵庫県弁護士会館講堂 

主 催 ： 日本弁護士連合会，兵 庫 県 弁 護 士 会  
 
 

進  行  次  第 
 

司 会 

兵庫県弁護士会 木 村 裕 介     
 
13:00  開 演 

        開会挨拶       兵庫県弁護士会 

会  長  藤 掛 伸 之 

 

 

13:10  基調講演       池 本 誠 司   氏 
                  内閣府消費者委員会委員，弁護士（埼玉弁護士会所属） 

 

14:15  落語家 桂 三 若 氏による防犯落語 

 

14:35           （休憩 10 分） 

 

14:45  地域や団体の取組報告 

    ①兵庫県警察本部生活安全部生活安全企画課 警部 鶴 田 和 彦 氏 

      ：特殊詐欺の現状について 

    ②兵庫県企画県民部県民生活局消費生活課 課長 木 村 晶 子 氏 

      ：兵庫県の消費者行政について 

    ③兵庫県弁護士会 安 田 孝 弘 

 ：相生市社会福祉協議会・兵庫県弁護士会とのコラボステッカー作成に 

ついて 

    ④生活協同組合コープこうべ 拠点づくり・開発室 前 田 裕 保 氏 

 ：「拠点づくり」の取り組み ～くらしのお困りごとを考える～ 

    ⑤伊丹市梅ノ木自治会 会長 森 際 いづみ 氏 

 ：防犯活動としてのステッカーの導入   
 

15:55  質疑応答 

 

16:05  挨 拶       兵庫県弁護士会 消費者保護委員会 

委員長  山 﨑 省 吾   

16:10  閉 演 

        閉会挨拶      日本弁護士連合会 消費者問題対策委員会 

委員長  瀬 戸 和 宏  
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消費者保護委員会 委員　吉 田 　 実

⒈ はじめに
近年、高齢者の消費者トラブルは、その人口の増加

の割合以上の割合で増加しています。特に大阪府下に

おいては高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の被害が

激増して看過できない状況であり、大阪弁護士会消費

者保護委員会では、高齢者・障害者総合支援センター

運営委員会と共同で、「高齢消費者被害対策プロジェク

トチーム」（高齢消費者 PT。以下「当 PT」といいま

す。）を立ち上げて、様々な活動を行っています。その

一つとして、平成29年 3 月に日弁連と大阪弁護士会の

主催で「地域で防ごう消費者被害in大阪」を開催し、大

阪府や警察、社協、老人クラブ、防犯協会、消費者団

体など、様々な機関や団体から後援を得ると共に、当

該機関等の関係者から登壇報告を頂き、シンポに参加

した196名が、消費者被害の防止と救済のために地域で

関係機関が連携することが何より重要であるとの共通

認識を持ちました。

このシンポの特色は、単に弁護士会だけで取り組む

のではなく、準備段階から後援団体や報告団体にシン

ポ実行委員会に入ってもらい、当シンポでどのような

成果を求めるのか、内容はどのようにしてゆくのかを、

みんなで確認し合いながら進めてきたことです。また

シンポの開催それ自体が目的ではなく、シンポをきっ

かけに団体相互間で連携の自覚が生まれ、連携の場を

持つ重要性が確認されたことでした。

以上の経緯で、平成29年 5 月に同シンポの反省会が行

われ、以後、年 2 回程度、府レベルの関係諸機関や団

体で、「地域で防ごう消費者被害 大阪交流会」を持つこ

とが決まりました。当PTはその交流会の運営者兼事務

局役として、いわば連携の接着剤的役割を担っており、

第 1 回目の交流会を同年11月に開催し、そして今般、本

年 5 月末に第 2 回目の交流会を持った次第です。

⒉ 交流会の目的
消費者被害の予防と、救済につなげる早期発見のた

めには、被害に遭いやすい高齢者らの周りにいる人た

ちによる見守り活動が重要であり、その見守りのネッ

トワークを束ねる組織を市町村

に作ってもらうことが必要です。

そのため大阪弁護士会では平

成24年 2 月に、大阪府知事及び

府下43市町村長に対して「高齢

者の消費者被害の予防と救済の

ためのネットワークづくりに関

する要望書」を出したところ、そ

の後に消費者安全法が改正され

て、平成28年 4 月から、この見

守りネットワークづくりを法的

に根拠づける「消費者安全確保

OBA MJ 連載

Vol.70 行政連携
地域で防ごう消費者被害
大阪交流会～第 2回交流会のご報告～
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地域協議会」を各自治体に設けることができるように

なりました。大阪府下では現在までに 6 つの市でこの

協議会が設置され、当PTもその設立や運営を支援し、

自治体との懇談会や委員の派遣などを行っています。

そして府レベルの機関や団体が集まるこの交流会にお

いては、各団体が消費者被害予防のための諸活動を行い、

それらの情報を交換することも大切なテーマですが、そ

れ以外に、見守りネットワークづくり、即ち、市町村に

おける協議会設置を支援し、推進してゆくということが

最も重要なテーマであると位置づけています。

⒊ 第2回交流会の内容
先般開催された第 2 回交流会には、大阪府から消費

生活センターと治安対策課、大阪府警本部特殊詐欺対

策室、府防犯協会連合会、府老人クラブ連合会、大阪

市消費者センター、堺市立消費生活センター、堺市社

協、堺市老人クラブ連合会、大阪労働者福祉協議会、大

阪退職者連合、消費者支援機構関西、関西消費者協会、

全大阪消費者団体連絡会、大阪消費者友の会、府生協

連合会、消費者情報ネット、大阪司法書士会の各関係

者という交流会の常連団体メンバーのほかに、協議会

設置に関心を持つ府下市町（枚方市、門真市、吹田市、

藤井寺市、寝屋川市、熊取町）の消費生活センター関

係者、そして弁護士ら合計43名が出席し、当会館1203

号室において一堂に会しました。

今回の交流会は、第 1 部を講演会、第 2 部を報告会

の 2 部形式とし、第 1 部の講演では、（1）府県による

市町村に対する協議会への支援体制

と、（2）大阪府下市町村における協

議会の先進事例を取り上げました、

即ち、（1）ではNPO法人消費者支援

ネットワークいしかわ事務局長青海

万里子さんから「石川県の市町に対

する協議会設立支援について」、石川

県からの委託事業として作成された

「見守りネットワークのつくり方&運

営マニュアル」を解説いただき、（2）

では、交野市職員の藤原敦子さんか

ら「交野市消費者安全確保地域協議

会」について、協議会の設置や運営

の苦労話や実績などが報告されました。交野市では従

来から実施されてきた「地域包括ケア会議」をコアに

して、そこに警察を組み込み、ケア会議と同日に毎月

協議会が開かれています。漏れ聞くところによると、交

野市の協議会は関係者からも注目度が高く、消費者行

政に力を入れ県下全市町村での協議会設置を目論む徳

島県より、バス数台でヒヤリングに来られたとも伺い

ました。

第 2 部の報告会では、出席者の自己紹介を兼ねて各

団体から近況報告をしていただきましたが、協議会設

置に関心を持つ自治体関係者からは、第 1 部講演の感

想や質問なども多く出されて、活発な意見交換ができ

ました。特に、市町村で設置される協議会の構成メン

バーに、当該市町村下の関係機関や団体がスムーズに

加われるよう、府レベルの交流会メンバーが、上部機

関として加入の手助けをしてゆくことが確認されて、意

義ある機会となりました。

⒋ 交流会の今後について
多くの機関や団体を繋ぐ本交流会を継続実施してゆ

くことはなかなか骨が折れ、弁護士会担当事務局にも

大変お手数をおかけして恐縮するところですが、府下

市町村での協議会設置を推進し、各地で見守りネット

ワークが構築されて、少しでも消費者被害を減少させ

るべく、当PTとしては、当分年 2 回開催を目標に頑張

ってゆきたいと思います。
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本総括シンポジウムまとめと今後の取り組みの提案

日弁連 消費者問題対策委員会

消費者被害の予防・救済のための連携ＰＴ

座 長 野 々 山 宏

１ 連続シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 in ○○」開催の意義

・日弁連では、「地域で防ごう！消費者被害」の連続シンポジウムを 2017 年 2 月から北

は北海道・札幌、南は九州・福岡まで全国の 9箇所の主要都市で開催。

・さらにこれを全国に広げるべく呼びかけ、山梨、京都、奈良、神奈川、熊本、兵庫、

埼玉で実施され、今後も各地で開催が予定されている。

【連続シンポジウム開催における現状認識】

① 高齢化社会の進展で高齢者被害が増加。これを防ぐには、消費者問題に取り組む

機関・団体と高齢者・福祉問題に取り組む機関・団体の連携と見守りが必要。

② 成年年齢引き下げの民法改正が行われ、18 歳から 20 歳までの若年成年の消費者

被害の増加が懸念される。若年成年自身だけでなく、地域社会がどう対応していく

かが問われてくる。高齢者の問題とともに若者への地域の対応が重要な課題となっ

た。

③ リーディングカンパニーによる不正検査やデータ偽造など日本の公正な取引の実

現が阻害され、安心・安全な生活の基盤が脅かされている。市民 1 人 1人が生活の

中で安心・安全な社会を地域から確保していく必要性がある。

④ 国の政策・制度は事業者の利益・要求との調整の中で作られていくので妥協的に

なりがち。消費者・高齢者・若年成年とそれらを取り巻く地域の力でよりよいもの

にしていく取り組みが必要。

【連続シンポジウムの意義】

① 消費者問題に取り組む機関・団体と高齢者・福祉問題に取り組む機関・団体の継

続的な連携を地域から築いていくきっかけとする。

② 各地の先進的あるいは工夫された取り組みを紹介してもらい、第 1に当該地域の

今後の活動の参考にしてもらう。第 2に先進的な取り組みは他の地域の取り組みの

参考となっていく。

③ 被害予防の 1つの鍵である不招請勧誘規制の重要性を広く知ってもらう。併せて、

DO NOT CALL、訪問販売お断りステッカー、迷惑電話防止装置・手形ポップの存

在の広報と普及。

④ 被害救済の 1つの鍵である、消費者契約法、特定商取引法の改正について知って

もらう。

２ 連続シンポジウムを実施してきた成果

⑴ 各地で 80 名から 200 名近くの多くの参加があった。参加者において、各地に様々
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な取り組みがあることを知る機会となり、交流を深める機会となった。

⑵ 各地に、実情を踏まえて工夫されたユニークな取り組みがたくさんあることが分か

った。若者への消費者教育や若者自身の啓発活動、地域団体の工夫された被害予防活

動、自治体・警察の取り組み、事業者の取り組みなど。本総括シンポジウムで、その

いくつかが紹介された。

⑶ 連続シンポジウムをきっかけに、継続的な取り組みがされている地域がある。東京、

大阪、仙台、徳島など。

⑷ 連続シンポジウムと同時並行の時期に検討されていた消費者契約法改正、成年年齢

引き下げ民法改正の検討状況を知る 1つの機会となった。

⑸ 連続シンポジウムで取り上げた、金融機関の振り込み制限制度や消費者安全確保地

域協議会が次第に広がっていった。

⑹ 訪問販売お断りステッカー、迷惑電話防止装置、手形ポップなど、迷惑勧誘防止グ

ッズの存在を知ってもらい、その普及に一役買っている。

⑺ 連携のきっかけとなるシンポジウム実施のノウハウが蓄積された。

３ 本総括シンポジウムのまとめ

⑴ 上記の連続シンポジウムの意義と成果が確認された。特に、各機関・団体の連携が

重要。

⑵ 各地の独創的、先進的な取り組みが紹介された。これらの取り組みをぜひ各地で参

考にしていただきたい。

⑶ 今後の継続的な取り組みの必要が確認された。第 1に、連続シンポジウムを行った

地域における継続的な取り組み、第 2にこの連続シンポジウムが全国に広がっていく

ことが重要。

⑷ 地域の連携において、その接着剤の役割として弁護士会の存在が重要。これらの連

続シンポジウムは各地の弁護士会が主体性を持って行って実施できた。その後の継続

的取り組みにおいても弁護士会の役割は大きい。

４ 今後に向けて

⑴ 連続シンポジウムは、きっかけに過ぎない。これを契機に引き続き消費者被害をな

くす連携活動を継続していただきたい。

⑵ この連続シンポジウムが未実施の地域ではぜひ実施していただきたい。ノウハウ等

については日弁連が支援することができる。

⑶ これらの連続シンポジウムや継続的な取り組みにおいては、連携の接着剤としての

弁護士会の役割が重要。ぜひ各地の弁護士会で取り組みを進めていただきたい。

⑷ 本総括シンポジウムで紹介された活動について、それぞれの活動を知るだけではな

く、その活動を参考にしてそれぞれの地域に広げ、全国に紹介していただきたい。

⑸ また、各地で開催し、また開催される連続シンポジウムは消費者被害の予防と被害

救済のネットワーク、連携の実現が目的。シンポジウムはそのスタートライン。

シンポジウムを既に開催したところも、またこれから開催する地域も引き続き弁護

士会などを中心にして取り組みをお願いしたい。

具体的には、

※日弁連シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 the 総括」（２０１８年８月３日開催）資料から一部抜粋
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① 各地で市町村も含めて同様のシンポジウム、学習会の開催

② 「消費者安全確保地域協議会」などのネットワーク組織の構築

③ 訪問販売お断りステッカーの作成、配布、迷惑電話防止装置・手形ポップなどの

迷惑勧誘防止グッズの普及

④ 消費者条例の不招請勧誘禁止への見直し

⑤ 地域包括センターなどにおける消費者団体、消費者部門と福祉・高齢者団体、福

祉部門との連携のさらなる強化 など

→ これらの取り組みを継続的に実施して、今後も地域で消費者被害を防ぐための取り

組みの連携を実現していっていただくことをお願いします。

※日弁連シンポジウム「地域で防ごう！消費者被害 the 総括」（２０１８年８月３日開催）資料から一部抜粋
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