
地方公共団体における適切な消費生活相談対応への御協力のお願い 

消費者庁消費者政策課 

１ 民間賃貸住宅関連の消費者トラブルに係る相談への対応関連 
  民間賃貸住宅の退去時のトラブルに関しては、直近でも、国民生活センターから、子
どもサポート情報第140号（http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support140.html）
を公表するなど、注意喚起等を継続的に進めているところですが、不動産の賃貸借をめ
ぐっては、個々の契約内容等に関わることから、各地域において、地方公共団体内の部
門間連携を含め、関係機関間の連携を適切に構築していただき、円滑な対応を図ってい
ただくことが重要です。 

  改めて、関係者相互の連絡体制の確認等について、よろしくお取り計らい願います。 

  なお、これまで、消費者庁から、窓口相互の連携体制の構築について依頼（別添１）
をさせていただいております。今回の依頼と観点は異なりますが、こちらについても、
併せて御確認ください。 

２ 高齢者の民間賃貸住宅への入居に関する相談等における情報提供関連 
  身元保証等高齢者サポート事業をめぐっては、消費者庁から、随時、情報提供を行っ
ているところ（例：別添２）ですが、消費者委員会の「身元保証等高齢者サポート事業
に関する消費者問題についての建議」（平成 29年１月 31日）においては、「消費者庁、
厚生労働省及び国土交通省は、消費者が安心して身元保証等高齢者サポートサービスを
利用できるよう、サービスを選択するに当たり有用と思われる情報提供を積極的に行う
こと。」との建議事項が含まれているところです。 
この趣旨に沿うものとして、国土交通省において、高齢者の賃貸住宅への入居の円滑

化を図る観点から、住宅確保要配慮者に対する居住支援に関する取組が進められており
ます（http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html）。 

  関連する消費生活相談が寄せられた場合に、国土交通省における取組を含め、適切に
情報提供等をしていただけるよう、地方公共団体内の部門間連携を含め、関係機関間の
連携を適切に構築していただけるよう、よろしくお取り計らい願います。 

３ 成年後見制度の周知関連 
  消費者基本計画工程表（令和元年７月 26日消費者政策会議決定により第４回改定）
に記載されているとおり、成年後見制度については、多様な経路で周知を図ることが重
要となっております。 
平成 30年８月に送付した文書（※）を活用し、改めての周知徹底について、よろし

くお取り計らい願います。 
※ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/caution_018_1

80905_0003.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/caution_018_1

80905_0004.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/caution_018_1

80919_0003.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_018/pdf/caution_018_1

80905_0008.pdf

（注）本資料は、令和元年８月 30日時点の状況により作成しています。 
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消費生活以外の相談窓口と消費生活相談窓口との連携について 

 

 

平素より消費者行政の推進に御理解・御尽力をいただき、誠にありがとうござ

います。 

 消費者行政において、実際に消費が行われ、様々な問題が発生する現場に近い

地方公共団体における体制整備は、大きな課題となっています。 

このような中、平成27年３月に策定された消費者基本計画（平成27年３月24日

閣議決定）及び消費者基本計画工程表（平成27年３月24日消費者政策会議決定）

において、消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に関する相談につい

て、どの相談窓口からでも消費生活相談窓口（※）を案内できるよう取組を進め

ることとされました（資料１）。 

（※）消費生活相談窓口では、消費者からの消費生活相談（製品・食品やサービスによ

る事故、虚偽広告などの不適切な表示、悪質商法、訪問販売・通信販売等のトラブ

ル等に関する相談）に対応し、相談者への助言や事業者に対するあっせんを行うと

ともに、都道府県の担当部局との情報共有やその他適切な機関・部署の紹介等を行

っています（資料２）。 

本計画における施策の趣旨を踏まえ、消費生活相談が消費生活以外の相談窓口

に寄せられた場合は、円滑に消費生活相談窓口を案内できるよう、貴組織内にお

ける連携体制の構築をお願いいたします。 

消費生活センター等の消費生活に関する身近な相談窓口を案内する「消費者ホ

ットライン」については、平成27年７月から３桁の電話番号188での運用を開始し

別添１ 



ていますので、併せて貴組織内での周知をお願いいたします（資料３）。 

 なお、消費生活相談窓口に寄せられた相談について、その内容に応じ、他の適

切な窓口を案内することが必要な場合がありますが、貴組織内における連携体制

の構築に当たっては、その点についても配慮いただくようお願いいたします。 

 また、都道府県におかれましては、本事務連絡の内容について、管内の市町村

（政令指定都市を除く。）への周知をお願いいたします。 

 

  

 （資料１）消費者基本計画及び消費者基本計画工程表の抜粋 

 （資料２）消費生活相談のしくみ 

 （資料３）消費者ホットライン周知用チラシ（※） 

  （※）消費者庁のウェブサイトに掲載しており、貴組織内及び住民向けの周知に活用

いただくことができます。 

     http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html 

 

 

【本件連絡先】 

  消費者庁消費者政策課 

小野 satoshi.ono@caa.go.jp 

加藤 takashi.kato@caa.go.jp 

   電話：03-3507-9197 

 

http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html


 

○ 消費者基本計画（平成27年３月24日閣議決定） 抜粋 

第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 

６ 国や地方の消費者行政の体制整備 

（２）地方における体制整備 

（前略） 

さらに、消費者が円滑に消費生活相談を受けられるように、近くの消費生活

相談窓口を紹介する「消費者ホットライン」の３桁化（平成27年夏から「１８

８」の番号で運用開始予定）を実施し、新しい３桁の番号を周知することによ

り相談窓口の認知度の向上と活用の促進を図るとともに、土日祝日における消

費生活相談体制の整備を含め、大幅な増加が見込まれる消費生活相談への適切

な対応を支援する。加えて、消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に

関する相談の円滑な誘導を推進する。 

（後略） 

  

○ 消費者基本計画工程表（令和元年７月26日消費者政策会議決定） 抜粋 

６ 国や地方の消費者行政の体制整備  

（２）地方における体制整備 

⑥ 消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に関する相談の誘導  

労働相談など消費生活以外の相談窓口に寄せられた消費生活に関す

る相談について、どの相談窓口からでも消費生活相談窓口を案内できる

よう取組を進める。【消費者庁、関係省庁等】 

 

 

※１「消費者基本計画」とは、消費者基本法（昭和 43年法律第 78号）第９条の規

定に基づき、政府が消費者政策の計画的な推進を図るため、 

 ①長期的に講ずべき消費者政策の大綱 

 ②消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項 

について定めた消費者政策の推進に関する基本的な計画です。 

 第３期の消費者基本計画は、平成 27年３月 24日に閣議決定され、平成 27年度

から平成 31年度までの５年間を対象としています。 

  ※２「工程表」とは、消費者基本計画に基づいて関係府省庁等が講ずべき具体的施

策について、本計画の対象期間中の取組予定を示したものです。 

資料１ 
令和元年７月 26 日時点 



消費生活相談のしくみ

消費者

消費生活相談員
※消費者安全法に位置づけ

（平成28年４月施行）

（全国に3,438人） １８８
（消費者ホットライン）

消費生活センター等

直ちに報告

（聞き取り内容）

・相談者・契約者
に関する情報

・事業者に関する
情報

・相談概要（契約
内容、被害・事故
状況などの詳細）

助言

解決

不調

行政処分、法令の制定・改正等

あっせん

（独）国民生活センター

（パイオ ネット）PIO-NET
情報入力

年間登録件数：約99.2万件（平成30年度）

消費者庁

相談

情報提供・支援

情報共有

その他機関・部署

安全担当部局、表示担当部局、
取引担当部局等への確認・情報
提供

事業者
行政型ADR

（被害救済委員会等）

より適切な相談
機関がある場合

重大事故情報

都道府県

実際には多種多様
な相談の交通整理

関係府省庁

収集・分析・提供

行政処分

資料２（令和元年８月時点）
（数値の時点に関し、脚注を一部追記）

※消費生活相談窓口は
全自治体に設置
なお、消費生活センター数
は855箇所

※ 消費生活相談員及び消費生活相談員の数
については、平成30年４月1日現在。
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事 務 連 絡  

平成 30 年８月 30 日  

 

都道府県・政令指定都市  

消費者行政担当部局 御中 

 

                 消費者庁消費者政策課 

消費者教育・地方協力課 

 

身元保証等高齢者サポートサービスの利用に関する 

啓発資料等について 

 

日頃から消費者行政の推進に御理解、御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。 

いわゆる身元保証等高齢者サポートサービスについては、平成 29年１月 31日

に、消費者委員会の「身元保証等高齢者サポート事業に関する消費者問題につい

ての建議」が出されたことを受け、身元保証等高齢者サポート事業の実態把握の

ため、厚生労働省において身元保証等高齢者サポート事業に関する調査（平成 29

年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）を活用して実施）

が進められていたところ、先般、その成果（※１）が取りまとめられ、その一環

として、別添１の啓発資料が作成されましたので、送付いたします。 

貴都道府県・政令指定都市におかれましては、本成果のうち、特にポイント集

について、消費生活センターにおける助言の際の参考資料として活用いただくほ

か、報告書に関しては高齢者福祉部局と連携調整の上、各地域における個別の取

組等を参考にするとともに、必要に応じて、ポイント集に貴地方公共団体におけ

る独自の取組を追加いただくなど検討いただいた上で、住民向けの啓発等を実施

いただくようお願いいたします。 

（※１ 株式会社日本総合研究所のウェブサイト（https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32522）を参照のこと。） 

 

本成果については、厚生労働省老健局振興課から都道府県・政令指定都市の高

齢者福祉部局に対して、別添２のとおり送付されておりますので申し添えます。 

身元保証等高齢者サポートサービスによる消費者被害の防止のためには、消費

者行政部局と高齢者福祉部局等が密に情報共有を行うことや、連携体制を構築す

ることが重要であり、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会を活用し

た取組も有効な手段となると考えられます。消費者安全確保地域協議会も活用し

つつ、住民への適切な助言、啓発等を行っていただきますようお願いいたします。 

 

なお、消費者委員会の同建議において、「高齢者が安心して病院・福祉施設等に

入院・入所することができるよう、病院・福祉施設等が身元保証人等に求める役

割等の実態を把握すること。その上で、求められる役割の必要性、その役割に対

https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=32522


 
別添２ 

応することが可能な既存の制度及びサービスについて、必要に応じ、病院・福祉

施設等及び都道府県等に示すこと。」等の取組を行うこととされていたことを受

けて、厚生労働省においては、病院・福祉施設等が身元保証人に求める役割等の

実態把握（平成 29年度老人保健健康増進等事業（老人保健事業推進費等補助金）

や平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金厚生労働科学特別研究事業を活用して

実施）が進められていたところ、調査研究の成果（※２－１及び※２－２）が取

りまとめられたほか、医療機関において、患者に身元保証人等がいないことのみ

を理由に、入居を拒否することが医師法（昭和 23年法律第 201号）に抵触するこ

とについては、別添３の解釈通知が発出されております。 

（※２－１ みずほ情報総研株式会社のウェブサイト（https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/mhlw_kaigo2018_04.pdf）を参照のこと。） 

（※２－２ 厚生労働科学研究成果データベース（https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201706002A）を参照のこと。）  

 

あわせて、貴都道府県におかれましては、本事務連絡の内容について、貴管内

の市区町村（政令指定都市を除く。）に対する周知をお願いいたします。 

 

 

 

《添付資料》 

（別添１） 「身元保証」や「お亡くなりになられた後」を支援するサービス

の契約をお考えのみなさまへ 

 （別添２） 市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポー

ト事業に関する相談への対応について市町村や地域包括支援センタ

ーにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応に

ついて（老高発 0830 第１号及び老振発 0830 第２号平成 30 年８月

30日付け各都道府県介護保険主管部（局）長宛て厚生労働省高齢者

支援課及び振興課通知） 

（別添３） 身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を

拒否することについて（医政医発 0427第２号平成 30年４月 27日

付け都道府県衛生主管部（局）長宛て厚生労働省医政局医事課長通

知） 

 

 

【問合せ先】 

消費者庁消費者政策課 

電話 03-3507-8800   

（澤野 内線 2206） 

（塩﨑 内線 2201） 

FAX 03-3507-7557   

https://www.mizuho-ir.co.jp/case/research/pdf/mhlw_kaigo2018_04.pdf
https://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=201706002A
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