
消費者庁からの挨拶と報告    消費者庁審議官 小野 稔 

 

皆さん、こんにちは。消費者庁の小野と申します。きょうはどうぞよろしくお願いします。 

 土曜日のお忙しいところをたくさんの方に集まっていただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 このフォーラムですけれども、平成22年より開催されておりまして、当初は地方消費者グ

ループフォーラムという名称で開催しておりました。一昨年より、幅広い参加を促すという

ことで、名称を地方消費者フォーラムに変更いたしまして、今回で８回目の開催になりま

す。このフォーラムですけれども、中部ブロックの実行委員会、消費者庁との共催で開催し

ております。実行委員会の皆様の御尽力により、本日、開催の日を迎えたことを、改めて感

謝申し上げます。 

 消費者問題を解決するためには、悪徳業者の取り締まりとか、個々の消費者の力を高める

といったことが必要ですけれども、消費者問題に対する地域社会の対応力を高めていくこと

が不可欠であります。地域の活動の活性化が鍵になるということであります。 

 また、多岐にわたる消費生活にかかわる問題を解決するためには、地域におけるさまざま

な主体が交流、連携するということが効果的かつ重要でございます。地域で活躍される多様

な主体が交流、連携することによりまして、今後の活動につなげていくということを目的と

して、このフォーラムは開催されますけれども、地域の最前線で消費者問題に取り組まれて

いる皆様のさらなる活動、展開の一助となることを期待しております。 

 挨拶はこのぐらいにいたしまして、きょうは挨拶、報告ということですけれども、消費者

庁の取り組みについて、簡単に御説明したいと思います。きょうはいろいろ、消費者庁から

たくさんの資料を配らせていただいていますけれども、主なものをかいつまんで紹介したい

と思います。 

 まず、２ページですけれども、資料１「消費者の安全・安心暮らし戦略2017」をつけてお

ります。消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、さらには経済の好循環の実現にとって

大前提となるものであります。このため、消費者庁では、消費者一人一人の安全で安心な暮

らしの確保に向けての戦略として、この資料を取りまとめております。これは主に、2017

年、去年につくりましたが、翌年度の予算要求のためにつくっている資料でございまして、

ポイントといたしましては、資料に書いていますとおり、３本柱を考えております。「政策

課題に対応した地方消費者行政の強化」、「財産被害対策、生命身体の安全・安心に係る機

能強化」、「多様な消費への対応等」というものを考えております。 

 ４ページ目の資料２は予算要求資料ですが、先ほどの安全・安心暮らし戦略に基づきまし

て予算要求を行ったということでありまして、暮れに政府案が決まりましたけれども、一般

会計119.3億円、特別会計が4.8億円を計上しておるところでございます。若干減っています

けれども、特殊要因を除けばおおむね横ばいという規模でございます。 

 厚い資料の下に差しかえ資料ということで新しい資料を加えてありますけれども、その１

ページ目が資料３「消費者行政新未来創造オフィスについて」でございます。昨年７月に徳

島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設いたしました。このオフィスですけれども、消

費者庁、国民生活センターの職員のほか、徳島県周辺地域の行政、企業、学術機関等からい

ろいろな人材を集めて、徳島県を拠点に官民のネットワークを構築するということだけでは

なくて、東京とも随時連絡をとりながら、プロジェクトを進めております。 
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 具体的には、消費者庁でこれまで十分な取り組みができなかったもの、理論的・先進的な

調査・研究とか、あるいは全国展開を見据えたモデルプロジェクトといったものを集中的に

行う。国民生活センターにおきましては、主として関西、中国・四国の対象者を中心とした

研修、相模原に商品テストの本部があるのですけれども、そこでは実施できなかったような

先駆的な商品プロジェクト。こういったものを行うこととしております。これまで行えなか

った取り組みを進めるということで、現場に根差した実効性ある施策をつくり出そうという

ことで、その成果、経験につきましては、徳島県だけではなくて、全国の消費者行政の発展

に還元できるようにしていきたいと考えております。 

 続きまして、もとの分厚い資料のほうですけれども、36ページになります。資料４「地方

消費者行政強化作戦」であります。消費者庁におきましては、どこに住んでいても質の高い

相談・救済が受けられ、安全・安心が確保される地域体制を全国的に整備するという目標を

掲げております。そのために、この地方消費者行政強化作戦というものをつくっておりま

す。中身ですけれども、当面の政策目標といたしましては、相談体制の空白地域の解消、相

談体制の質の向上、適格消費者団体の空白地域の解消、消費者教育の推進、見守りネットワ

ークの構築という５つの目標を掲げております。 

 これまで、さまざまな取り組みによりまして多くの分野で進展が見られておりますが、強

化作戦の今後の課題といたしましては、小規模自治体におきます消費生活センターの設置の

促進、相談員の資格保有率の引き上げ、きょう議論がございますけれども消費者安全確保地

域協議会の設置の促進。こういったものが残された課題としてございます。これにつきまし

て、今後とも引き続き一生懸命やっていきたいと思っておるところであります。 

 続きまして、50ページの資料５「消費者教育の推進について」でございます。消費者教育

はきょうのテーマにもなっていますけれども、被害に遭わない消費者、合理的意思決定がで

きる消費者といったものを育成しまして、消費者の自立を支援するということで、消費者行

政上、大きな意義があるかと思っております。消費者教育におきましては、幼児期から高齢

期までの生涯を通じて、それぞれの時期に応じまして、学校とか地域、家庭、職域、その他

のさまざまな場において推進するということが重要であります。特に若年者、高齢者、障害

者など、生活に支援が必要な方々に対しまして、消費者教育を行っていくということは極め

て大切なことでございます。 

 現在、成年年齢の引き下げの議論がございますけれども、昨年度、消費者庁では、青い資

料ですが「社会への扉」という高校生を中心に幅広い世代で活用できる消費者教育の教材を

つくりました。全国の高等学校、消費生活センターに送っておるところであります。また、

消費者庁の消費者教育ポータルサイトというものがありますけれども、これにも掲載されて

おります。 

 それから、消費者庁では、エシカル消費といいますか、倫理的消費と呼んでいますが、人

や社会、環境に配慮した消費行動の推進に取り組んでおりまして、推進イベントとしてエシ

カルラボという名前のシンポジウムを行っております。昨年２月に鳥取県で開催しましたけ

れども、ことしは徳島県、来年度に入りますが秋田県での開催を予定しておりますので、ぜ

ひ御注目いただければと思います。 

 その次ですけれども、58ページから108ページで、消費者白書を毎年出しております。昨

年の６月に出ましたけれども、昨年の消費者白書のテーマは、若者の消費を取り上げており

ます。現代の若者ですけれども、消費行動が堅実で慎重な一方、スマートフォンですとか

SNSといったものが生活に浸透しておりまして、消費行動や消費者トラブルにも影響を与え

ているということが明らかになっております。また、高齢者ですけれども、インターネット

とか、そういうものですが、通信サービスに関する相談が増加しているという傾向があり、
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詐欺的な手口に関する相談が依然として多いということが示されております。後でグラフな

ども交えて説明していますので、ぜひお読みいただければと思っております。 

 110ページ、112ページあたりが資料７、資料８で、食品ロスの削減の取り組みでありま

す。食品ロスですけれども、資料７にありますように、日本では年間600万トンを超えるロ

スが発生しているという状況でございます。食品ロスの削減につきましては、その取り組み

は非常に多岐にわたりまして、消費者庁だけではなくて、文科省、農水省、経産省、環境

省、こういったところと連携しまして、国民運動を展開しております。消費者庁の取り組み

といたしましては、食品ロスの現状を理解し、削減に向けた実際の取り組みにつなげていく

ように働きかけを行っているということで「食べもののムダをなくそうプロジェクト」とし

て専用のホームページを立ち上げております。後でぜひごらんになっていただければと思い

ます。 

 続きまして、資料11、12であります。消費者安全調査委員会、いわゆる事故調が消費者庁

にありますけれども、ここは消費者事故からの教訓を得まして、事故の予防、再発防止のた

めの知見を得るということを目的として設立されております。誰が悪いといった責任追及の

場ではなくて、なぜ事故が起きたのか、どうすれば同じような事故が防げるのかという事故

の予防、再発を考えるという委員会でございます。きょうお配りしたものですけれども、例

えば電動車椅子のサポート情報とか、体育館の床板の剝離、バレーボールで床板が剝げてい

るところに刺さってしまったというような事故を取り上げております。これも後で見ていた

だければと思います。 

 差しかえ資料、薄いほうですけれども、資料13、14で、53ページ、55ページあたりに、特

定商取引法に関する資料を入れております。特定商取引法ですけれども、改正法が昨年12月

１日に施行されております。法執行に関する権限を強化する等の措置を講じております。最

近、訪問購入、いわゆる押し買いと言われているものですが、これにつきまして、平成24年

の改正で規制対象に追加されておりましたが、まだまだ相談件数が多いということで、改め

てこの制度について広く周知し、理解を深めてもらうということで、資料をおつけしており

ます。 

 厚いほうの資料に戻りますけれども、資料21です。加工食品の原料原産地の情報でござい

ます。昨年９月に食品表示基準の一部を改正いたしまして、これまでは一部の加工食品に義

務づけられておりましたけれども、原料原産地表示につきまして、国内で製造加工された全

ての加工食品に表示するということが義務づけられておるところでございます。全ての加工

食品で一番多く使用されている原材料の産地が表示されるということで、消費者は産地を見

て商品を選ぶことができるようになったということでございます。 

 ちょっと時間もあれですので、機能性食品の資料をつけております。これまで特保とか栄

養機能食品、こういったものが機能性をうたうことができたわけですけれども、これに加え

まして、機能性表示食品制度が創設されております。これは特保と違いまして、事業者の責

任で科学的根拠に基づき機能性を表示するというものでございます。消費者庁長官に届け出

たものとなりまして、許可ではないということでございますけれども、その制度についての

冊子を入れておりますので、これも後でごらんいただければと思います。 

 そろそろ時間ですので、パンフレットを御紹介いたしますと、事故防止ハンドブックで

す。お子様とかお孫さん、６歳ぐらいまでの小さいお子さんを対象にしていますけれども、

成長段階によりまして、いろいろ事故の種類も違ってきますので、年代ごとにどういった点

に注意すれば事故を防げるかを書いておるものでございます。皆さんの御家庭でも、ぜひお

使いいただければと思います。 
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 長くなりましてどうも済みません。最後になりますけれども、きょうのテーマであります

「安全・安心な地域づくりをめざして」でございますが、本日御参加の皆様にとりまして、

地域の見守り活動とか消費者教育、こういったものの一層の推進に向けまして、勉強のきっ

かけを得ることができればと思っております。こういうことを期待いたしまして、私からの

挨拶と御報告にさせていただきたいと思います。 

 きょうは長時間にわたりますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。 
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講演「私たちが住みたい地域を考える」     
弁護士・大阪弁護士会 薬袋 真司 氏 

 

弁護士の薬袋と申します。こんにちは。 

 「薬」に「袋」と書いて「薬袋（みない）」と読みます。なぜかよくわからないのですけ

れども、山梨県の名前です。山梨の人はみんな読めますが、私は大阪出身なのですが、父親

が山梨県出身なので、なぜか「薬」に「袋」と書いて「薬袋（みない）」と読みます。 

 私は日弁連の消費者問題対策委員会、大阪の消費者保護委員会のメンバーとして、この５

年ぐらいに高齢者の消費者被害の予防と救済に向けた取り組みとして、ネットワークづくり

をいろいろ取り組んでやってきた関係で、きょうはお話しさせていただくことになりまし

た。 

 まず、本日のタイトルは「安全・安心な地域づくりをめざして」で、私の話す内容は「私

たちが住みたい地域を考える」ということで、非常に大きな、しかも漠然とした内容なの

で、私自身きょうのためにいろいろ勉強しまして、内容的にはかなり冒険をしてお話しさせ

ていただくことになると思いますが、頑張りますので、よろしくお願いします。 

 資料の５ページをあけていただきたいのですが、私が今、やっているのは高齢者の消費者

被害の予防・救済の取り組みにおける行政・他団体との連携を日弁連とか大阪弁護士会、愛

知県弁護士会の方であれば愛知県でそれをやっておられます。なぜこういうことを弁護士が

やり出したのかというと、高齢化が進展して、高齢者の消費者被害あるいは詐欺被害が多発

した。そうすると、弁護士が裁判でお金を取り戻そうとしても、少額多数被害で採算割れに

なってしまう。詐欺師などは、どこにいるかわからないということで、非常に無力だという

ことを感じて、それでは、もう予防で救済するときも早期の救済をできるようにしようとい

うことで、2013年に日弁連で、高齢者の消費者被害の予防と救済に向けたシンポジウムをや

りました。そのシンポジウムをやるときには、弁護士会の縦割りで消費者問題対策委員会と

高齢者・障害者の権利に関する委員会という長い委員会があるのですが、そこが協力してや

らないといけないということで、委員会間の連携をして、さらに、そこで救済のための権利

を与えようということも一つのテーマだったのですが、それよりも、高齢の消費者を見守る

ためのネットワークづくりこそが重要なのだということを確認しました。 

 その年のうちに「ネットワークづくりに関する意見書」を日弁連で出しました。日弁連は

通常消費者庁長官とか内閣総理大臣とかに意見書を出すのですが、この意見書は変わってい

て、全国知事会とか全国市長会とか、全国町村会などに宛てて、ネットワークづくりを地方

公共団体が積極的にやってくださいという意見書を出しました。それと同じような意見書

は、愛知県弁護士会あるいは大阪弁護士会も、自分たちが住んでいる各都道府県の知事さ

ん、市長さん、議会に対して意見書を出しております。 

 ただし、都道府県レベルではちょっと広過ぎるので、実際に見守りをやるのは、地域での

取り組みが必要となるので、まだまだ私たちは都道府県よりも市町村に向けてより発信して

いかないといけないということで、取り組みをやっています。 

 その関係で、どんどんこの動きを盛り上げていこうということで、去年２月から、連続シ

ンポジウム「地域で防ごう 消費者被害」ということで、全国レベル、地方レベルの多数の

行政機関や団体と共催・後援をしてもらった上で、全国９カ所、東京・大阪・愛知・福岡・

札幌・宮城・金沢・徳島で、見守りネットワークをどんどん広げていきましょう、活動をど
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んどん連携してやっていきましょうというシンポジウムを、この１年をかけてやっておりま

す。さらに、徳島と書いてありますが、徳島は先週やりました。多分、150人以上いたので

はないかと思うぐらいの盛況ぶりで、今月中には広島と熊本、さらにはほかのところでも実

施していこうということで、現在、弁護士会が、特に弁護士会の消費者関係の弁護士が力を

入れて、地域での見守りネットワークづくりの推進活動をやっています。 

 ここからがきょうの話にかかわるのですが、これが愛知県のシンポジウムのチラシです。

ごく普通のチラシなのですが、ちょっと変わっているのが、下のほうに細かく書いてあるの

ですが、次のスライドにいきますと、主催は日弁連と愛知県弁護士会なのです。共催が中部

弁護士会連合会云々といっぱいありますが、見ていただいたら、消費者団体の全国団体、あ

るいは福祉の関係。共催は消費者系が多いのですが、下のほうには福祉関係の団体、全国民

生委員児童委員連絡会連絡会とか社会福祉協議会も入っていますし、さらには、防犯協会と

か老人クラブ連合会とか、ほかのところ、消費者問題を専門にやっているところ以外の見守

り関係の方々にも共催とか後援をしていただいて、全国レベルの団体及び愛知県の関係の団

体の方に協力していただいて、シンポジウムを去年４月１日に愛知県ではやりました。 

 ここからが具体的に都道府県、市町村での他団体との連携の模索の話になります。まずは

県知事あるいは市町村長に意見書を出したのですが、出したきりではだめだろうということ

で、積極的に意見交換をしようということで申し入れをやっています。これは大阪の話なの

ですが、まず、市町村との意見交換ということで、そのときに私たちが注意したのは、消費

生活センターと意見交換をするのは日ごろから私たちはやっているのですが、福祉部門の人

も同席していただいて、福祉部門の方と消費者被害の問題について意見交換をしましょうと

呼びかけました。その際には、地域包括支援センターや社会福祉協議会、あるいはCSW、コ

ミュニティー・ソーシャル・ワーカーの人たちにも出席をできたらしてもらいたいというこ

とで要望を出しました。そこで見守りネットワークを充実させてはどうですかとか、場合に

よっては安全確保地域協議会をつくりませんかとか、この地方での今の消費者被害はどうい

う状況にありますかというような意見交換をやっています。 

 さらに、ネットワーク化とそれに向けた要綱づくりなどを提案したりしました。大阪府の

和泉市は、安全確保地域協議会という制度ができる前に見守りネットワークをつくられたの

ですが、つくるきっかけになったのは、既にそこには実質的な見守りネットワークがあった

のだけれども、担当者とかがかわってしまうと、実質的なネットワークが機能低下してしま

って、また一からつくらないといけなくなるので、今ある状態を固定するために要綱をつく

って制度にしましょうと。担当者がかわっても、なお継続できるようにしましょうというこ

とでつくっていただいて、それで先ほどお話があったように、安全確保地域協議会という制

度ができたので、それでは、それを安全確保地域協議会という位置に位置づけましょうとい

うようなことで和泉市はやっておられます。 

 お話をする際に福祉部門の方が出てこられるのですが、何で消費者問題に出てこないとい

けないのかみたいな感じになりかねないところがあります。特に福祉の現場の方々は物すご

く忙しいです。消費者問題でも忙しいと思うのですが、福祉のところはとにかく忙しそうだ

ということで、そういう方々に消費者問題を福祉のネットワークあるいは仕事の中でも考え

ていただくようにするために、私たちが言っているのは、消費者被害は高齢者の虐待に類似

するものですと。高齢者の虐待そのものではないのですが、虐待に類似するものなので、権

利擁護事業です。福祉の領域では権利擁護事業ということで、福祉サービス以外のことで高

齢者の方の権利を擁護、推進するための事業をやっています。一番典型的なものが虐待、そ

の次が成年後見です。その次に出てくるのが消費者問題と生活困窮。 
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 この４つが本当は権利擁護事業の四大部門なのですけれども、その位置づけが余りされて

いないので、権利擁護事業だということで、なぜそう言えるのかというと、高齢者虐待防止

法という法律の後ろのほうに消費者被害に関する条文がある。それから、介護保険法の115

条45の２項２号には、権利擁護事業を地域包括がやらないといけないと書いてあるというこ

とをお話しして、皆様の問題でもありますということで協力してもらうようにしています。 

 さらには、消費者基本計画は、国とか都道府県は持っているのですが、市町村で持ってい

るところは物すごく少ないです。そうなのですが、計画に消費者問題に取り組みましょうと

いう計画が入ると、断然動きぶりが違うので、権利擁護事業の一種なのだから、地域福祉計

画の中に消費者問題への対応を入れてくださいということをお願いしています。和泉市さん

などは入れてくれたので、福祉の部門の方々も物すごく消費者問題に対しての関心を持ち得

るような状況になって、協力していただいているという形になっています。 

 こういうことで、市町村との意見交換については、いかに福祉部門との連携が重要なのか

ということをお話ししながらネットワークづくりの話をしています。 

 続いて、私たちがいろいろつながりを持とうとしたのが、老人クラブさんです。老人クラ

ブさんは健康増進やレクリエーションをやる団体です。友愛訪問ということで、地域の支え

合い活動として、御近所さんの高齢者の方、会員ではない人に対しても挨拶をしたり様子を

見たりする活動をやっておられます。 

 たまたま高齢者の委員会の方が知り合いだったので、そこで老人クラブさんと接点を持と

うとしたのですが、平成26年から28年まで、老人クラブさんは「老人クラブ高齢消費者被害

防止キャンペーン」というものを、クラブの全国レベルの取り組みとしてやっておられまし

た。しかも平成29年以降も継続するという決議をしてくださっているので、今もやっておら

れます。具体的に何をやっているのかと言うと、単位クラブといって、いろいろな市内に何

十個も単位クラブ、親睦会のような老人クラブがあって、それが連合を組んで市の老人クラ

ブ連合会とか、都道府県の老人クラブ連合会になっていくのですが、単位クラブにおける見

守りサポーターというものを設置して、勉強していただいて、サポーターになっていただい

て、そういう被害を防止しようという取り組みをやっておられます。関係機関や関係団体と

連携した被害防止活動を熱心にやっておられます。これは消費者庁さんのところにも、老人

クラブ連合会の全国の会長さんとかが会議に出られたり、いろいろやっておられます。 

 こういうことをやっているということで、ちょうどいいから意見交換をしましょうという

ことで、大阪では、大阪府の老人クラブ連合会さんと弁護士会が意見交換をしました。それ

ぞれどんなことをやっているのかとかを言ったりして、仲よくなっています。 

 これは初めての意見交換会です。ここに写っているのが私です。これは迷惑電話の防止装

置の録音タイプで、マニアなのでいろいろ持って研究していたので、説明をしたりしていま

した。これは最近、去年やったのですが、これが私でございます。守口市の老人クラブさん

が街頭キャンペーンをやったときに、弁護士会と警察も一緒に来てくださいと言われたの

で、一緒に行って街頭キャンペーンをやってきました。 

 先ほどお話しした全国老人クラブ連合会さんの消費者の見守りサポーターの研修を受けた

方が、見守りサポーター証というものをもらって、日常的に消費者問題に関心を持って注意

をしていただいたりしています。これは大阪府老人クラブ連合会さんが去年につくった「お

ててステッカー」ということで、これは電話機の受話器の下に置いておいて、ぱたっと手の

ような形で立ち上がる。私たちは手形POPと言っているのですが、詐欺防止のための注意喚

起のグッズです。こういうものを老人クラブさんがすぐにつくられて、会員に配っておられ

ます。 
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 意見交換をしていろいろ連携してお互いに頑張っているのですが、ここで、皆さん、言葉

で覚えていただきたいのですが、これは私の造語なのですけれども、元気シニアという言葉

を使っています。高齢者の方、老人クラブの皆さんは、皆さん元気です。被害に遭う方もお

られるかもしれないのですが、被害に遭わない元気な方のほうがまだ多い。ずっと多いとい

うことで、元気高齢者と言う人たちもいるのですが、そういう元気なシニアの方に見守りの

主体になってほしいので、元気シニアの方は頑張ってくださいということで、同世代の人を

詐欺とか悪質商法から守ってあげてくださいという形で取り組みを進めていくように、私の

ほうから頑張ってくださいということで応援している状況です。 

 そういう方には、３つの消費者力と３つの見守り力という話をしています。 

 ３つの消費者力というのは、まずは気づく力。日ごろから勉強していて、これはまずいの

ではないか、悪質商法ではないか、詐欺ではないかということにまずは気づいてください

と。続いて、断る力です。要らないものを買わせるために、いろいろなセールストークをや

っていきます。おどしたり、だましたりするほかに、巧みなセールストークで要らないもの

を買わせているようなことがあります。合法的なものから非合法なものまであるのですけれ

ども、そういうときに不要なものは断るという力。最後は、危ないと思ったら相談する。ひ

っかかったかなと思ったら相談する。消費生活センター等に相談する。この３つの力を消費

者の皆さんにはしっかりと持っていただきたい。 

 法律の知識を多少は持っていただいても結構なのですけれども、細かな知識は必要ない。

細かいところは弁護士でもよくわからないところもあるので、細かな知識は必要ないので、

訪販とかのクーリングオフとかはわかっていただいたり、消費者契約法の取り消しぐらいは

わかってほしいのだけれども、細かいところは相談員さんや弁護士に任せましょう。皆さん

はいろいろな生活場面で忙しいので、消費者の問題ばかりを勉強するわけにもいかないの

で、この３つをしっかりと持っていただいたら、それで結構ですというお話をした上で、元

気シニアの方々には、伝える力でこういう危ない手口がありますということを伝えていただ

いたり、気づく力ということで、何か様子がおかしい、最近しきりにリフォームをやってい

るとか、やたら宅配業者が商品みたいなものを運んできているとか、あるいはお金に困った

様子だとか、そういうところを見て、気づいてほしい。それから、つなげる力ということ

で、気づいた高齢者の方をうまく消費生活相談とかにつなぐようにお話を持っていってほし

いというようなお話をして、元気シニアの方々には伝える力、気づく力、つなぐ力をしっか

りと持っていただいて、周りの人を見守ってサポートしてくださいというお話をしていま

す。 

 老人クラブさんは物すごく期待できるので、ぜひとも老人クラブさんとの連携は重視して

いただきたいと思っています。 

 続いて、自治会や町会さんとも大阪弁護士会は連携しています。まず、地元の連合町会・

社会福祉協議会とも連携しています。地元とは何かというと、大阪弁護士会館が大阪市北区

西天満にあるので、西天満連合町会さんと我々が連携して、御挨拶に行って、西天満地区に

は、訪問販売お断りステッカーを弁護士会でつくっているのですが、愛知県弁護士会とか大

阪弁護士会は自分たちで訪問販売お断りステッカーをつくって、それを使って勉強していた

だいたり、ステッカーを活用していただいたりしているのですが、それを西天満地区では全

戸配布しました。その上で、2016年に「地域で守ろう安全安心－福祉・消費者の見守りネッ

トワーク－」という市民講座を実施して、地元の自治会さんと協力関係を結んだりしていま

す。 

 それから、泉大津市自治会連合さんの取り組みに協力しました。訪問販売お断りステッカ

ーを弁護士会でつくったのですが、ほかのところがつくるときに、弁護士会の名前を入れま
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せんかとか、つくるのに協力しますということを言って、左上に「訪問取引お断り 勧誘禁

止」と書いてありますが、自治会連合会さんのほかに大阪弁護士会。大阪府は、消費者保護

条例という名前の条例で訪問販売お断りステッカーを無視したら条例違反になるという解釈

がとられているので、それもちゃんと警告して入れていただいて、右上は泉大津市のゆるキ

ャラの「おづみん」というのですが、それをあしらった横長のステッカーをつくりました。 

 ちょっと注目なのですが、自治会さんとの連携をしたというのが重要なのですが「セーフ

コミュニティいずみおおつ」と書いてあります。前のページの一番下なのですが「セーフコ

ミュニティ」という認定制度があります。これは外国でもともと提唱されたもので、安全・

安心して暮らせるためのコミュニティーの一定の基準をつくって、全世界でそういうコミュ

ニティーを認定して「セーフコミュニティ」だということで、それぞれの自治体さんの安

全・安心を確保しようという運動、ムーブメントです。日本にもそれの認定に協力している

団体があるのですが、泉大津市などは、この「セーフコミュニティ」になっています。泉大

津市と連合町会さんとの協力関係ではステッカーをつくって「セーフコミュニティ」という

ことを私たちは勉強して、一つの成果にしています。 

 続いて、自治会の取り組みの調査・紹介もやったりしています。実は、これは大阪弁護士

会が兵庫県弁護士会と共同して、伊丹市の梅ノ木自治会というところの町並みを見て、その

自治会さんとの意見交換をしたというものです。左下の「美しく安全な梅ノ木 訪問販売、

勧誘は（工事、点検、宗教、物品等）お断りします」ということで、結構な住宅街で高級住

宅街なのですが、プラスチックのプレートで、何軒も通り一面にこのプレートが張ってある

ということで、こういう訪問販売による被害を未然に防止するための取り組みを自治会さん

がやっておられるということで、すごいなと。伊丹の梅ノ木自治会と訪問販売お断りで検索

していただくと、伊丹市の消費生活センターで大阪の弁護士、兵庫の弁護士と自治会さんと

センターで意見交換したというものが出てくるので、また見てください。 

 その下、大阪府交野市妙見坂防犯自治会の取り組みということで、ほとんど同じ取り組み

なのですが、右側の「不審な点検・勧誘は断固お断り」、「ここは、地域ぐるみの防犯強化

地区」ということで、ここの自治会さんは、防犯自治会という名前のとおり、防犯系で訪問

販売お断りの、これは紙なのですけれども、ビニールというかプラスチックの中に挟み込ん

だ紙を家の門のところに張って、一種の訪問販売お断りステッカーの代用品、同じようなも

のとして活用しておられて、外部からの悪質な商法とかに対しては物すごく防御できる体制

を自治会さんのほうでつくっておられるということがありました。 

 以上が自治会さんの関係だったのですが、続いて、適格消費者団体等の消費者団体との連

携です。大阪弁護士会では、適格消費者団体の方とか、一般の消費者団体の方との交流とか

があるのですが、大阪ではなくて、消費者団体が事業受託などで見守りサポーターとかネッ

トワークづくりの受託事業をやっているところがあります。ちょっとメモしてほしいのです

が、埼玉、石川、広島で、県から見守りネットワークづくりの仕事を適格団体が受託して、

その人たちが熱心に見守りネットワークづくりの普及に向けた活動をやっておられます。 

 ちょっと話が変わったのですが、見守りサポーターとは、一般の市民の方に対して県や市

町村が消費者に関する学習をしていただいて、その方が中心になって、出前講座とか見守り

とかをやってもらおうということです。そういうことをやっている取り組みがあるのです

が、今後、この見守りサポーターの人の活動が重要になるかなと思ったりしています。 

 さらに、消費生活協同組合、これは消費者団体なのですけれども同時に事業体でもあるの

で、宅配サービスなどで「見守り新鮮情報」という国民生活センターの注意喚起情報を、宅

配の御飯の上に注意喚起のチラシをつけて配布していたりします。コープこうべさんとかが

やったりしています。 
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 警察とか防犯協会さんは、振り込め詐欺の対策としていろいろ取り組んでおられるので、

そういうところとの連携もできるかなと思ったりしています。 

 さらには、事業者・事業者団体ということで、最近注目なのは、岡崎信金が日本で一番初

めに始めた高齢者のATMの振り込み制限です。１年とか２年、ATMの振り込みをやっていない

高齢者、70歳以上が多いですが、70歳以上の方のカードの振り込み限度額を一旦ゼロ円にし

てしまう。すぐには振り込めないようにしてしまう。ただし、限度額を修正すれば振り込み

ができるのですけれども、そういう取り組みを岡崎信金がやって、抵抗していたメガバンク

の４つのうち既に３つが導入していて、残る１つと某ゆうちょ何とかが、今、やるかどうか

を検討中という状態で、愛知県発の事業者の取り組みとして、振り込め詐欺、特に還付金詐

欺には物すごく効果がある取り組みとして、私たちは注目しています。あとは宅配業者やコ

ンビニエンス・ストアによる見守りがあります。 

 続いて、安全確保地域協議会の話に入ります。平成26年の改正消費者安全法、余り皆さん

はおなじみではない法律なのですが、その法律で、消費者安全確保地域協議会ということ

で、従来見守りネットワークと言われていたものを法律、法定の制度にしたものです。ポイ

ントは、ちょっと線を引いていただきたいのですが、被害者情報の取得が可能になる。被害

者情報、要は、カモリストですね。消費者庁、国民生活センターあるいはほかの都道府県と

かが持っている情報とかを下さいと言うことができます。ただし、その情報を取得すると、

その情報を漏らしてしまうと守秘義務違反で罰則があるので、各自治体さんとかがちゅうち

ょしているのですが、使わなくても全然構わない制度なので、この情報取得で罰則つきの情

報取得を利用する、しないということについて過敏になる必要はありませんということは、

消費者庁さんや弁護士会も、弁護士も言っております。 

 さらに、きょう線を引っ張っていただきたいのは、消費生活協力団体・協力員という制度

も別にできるようになりました。同じ法改正でできるようになって、見守りネットワークと

この協力団体・協力員がほぼイコールのような説明を消費者庁がしているのですが、法律の

条文からすると、ちょっと独立の制度かなという感じのことが読めます。 

 ちょっと先に進むと、現在、消費者庁は「地方消費者行政強化作戦」の一環として安全確

保地域協議会の設置を推進しておられます。８道府県、38市町村で、たしか昨年末はこの数

字だったのですが、愛知県は設置しています。なのに、大阪府は設置していません。大阪府

に設置してくださいと何度頼んでもなかなかやってくれないので、実際には、大阪では大阪

弁護士会が安全確保地域協議会にかわるものを運営しているような状況になっています。み

んなを集めて意見交換を大阪府さんも含めてやっています。こういう状況です。 

 愛知県の安全確保地域協議会はこれです。愛知県のホームページを見たら、安全確保地域

協議会をつくりましたということで、つくられました。ただし、見守りの現場は市町村もし

くはその下の生活圏域に実際にはなるので、このネットワークを使っていかに市町村での見

守りネットワークを推進することを助けられるのかということが恐らく愛知県では今、一番

重要なことだと思います。 

 一番下に野洲市くらし支えあい条例と書きましたが、これは全国で最も先進的な条例を持

っている。滋賀県野洲市というところなのですが、条例を制定して、生活困窮者支援制度と

消費者問題をあわせて対応しましょうということで、訪問販売の登録制度、日本にはいまだ

かつて訪問販売の登録制度がなかったのですが、海外には何カ所かあるのですけれども、そ

れを市町村レベルで導入して、さらに、消費者庁から被害者情報、カモリストまで取得し

て、市民の方の安全・安心に向けた取り組みをやっておられます。すごく立派な市町村で

す。 
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 これからの課題ということで、弁護士会はいろいろ連携を図って見守りで、消費者の観点

からの安全・安心を確保するためのネットワークづくりをしているのですが、都道府県レベ

ルでの連携の維持・発展にこれから、どれだけ貢献できるかということが、今やっているこ

との課題です。さらに、これからなのだけれども、市町村レベルでの取り組みにどれだけ貢

献できるか。見守りの現場は、やはり地域だと。大阪でも私たちは頑張ってやっているので

すが、まだまだ模索段階なので、これからは市町村レベルでどうやって協力していくかとい

うことが問題になっています。それともう一つ、別の角度からの問題は、次々と推奨される

ネットワークで、国がいろいろなネットワークを推奨しています。最近では、消費者安全確

保地域協議会と成年後見の地域連携ネットワークです。それ以外に、生活困窮者の自立支援

のネットワークだとか、いろいろなネットワークが推奨されているのですが、それをどうや

って地方の負担にならない形で実際に運営できるのかということが一つの課題になっていま

す。 

 以上、私たちがやっていることで、消費者、特に高齢者の地域での安全・安心に向けた連

携づくりの第一歩みたいなところです。これから、パネルディスカッションをするに当たっ

て、４つの視点を出したいと思います。 

 これは消費者庁も最近、物すごく力を入れている話なので、特に右の２つ、シチズンシッ

プとSDGsは力を入れておられるところなので、参考になると思います。 

 この４つの視点なのですが、まず、自立の支援です。消費者の権利の擁護と自立の支援と

いうものは消費者基本法に書いてあります。だけれども、自立の支援は、本当は何なのです

かということがよくわからないところです。 

 その次は、消費者市民社会ということで、消費者教育で消費者市民社会ということが法律

に書いてあって、それのためにいろいろなことをやりましょうと言っているのだけれども、

シチズンシップとは何なのかというところが、それもまたわかりにくい。 

 さらに、左下は、厚労省が最近やっていることで、昔から地方レベルではやられているの

ですが、CSWなどは、地域福祉という社会福祉とか介護とか、そういう話よりもう少し広

く、地方の困り事をどうやって地域のネットワークで解決していくかということを視点にし

たコミュニティーのあり方の問題。厚労省が最近、後で出てきますが「『我が事・丸ごと』

地域共生社会」ということを物すごく推進しておられて、それが推進されているのですが、

実は、それは消費者の問題を中に取り込めるような要素があって、注目されるべきことで

す。 

 右下は、SDGsということで、持続可能な開発。私は、個人的には持続可能な発展と訳した

ほうがいいと思うのですが、国連で決めたことなのだけれども、先進国の我々においても、

非常に取り組まなければいけない問題という４つの視点です。 

 時間も余りないので、何分まででしたか。あと５分ですか。時間をオーバーしているので

すか。済みません。 

 時間は見えているのですが、何分までという感覚が飛んでしまったので、ぱぱっといきま

す。自立とは何かなのですが、自立した生活など、いろいろな法律で出てきます。そこで言

われているのは、自律的な意思決定を支援することではないかみたいな話があるのですが、

必ずしもそうとは限らないようなところもあります。ちょっとよくわからない。 

 消費者基本法は旧消費者保護基本法だったのですが、そこで、当初、保護から自立へとい

うことで、保護の客体から権利の主体にしようということとともに、自立ということが言わ

れました。権利の尊重との関係で、実は、立法過程をよく見ると、権利の尊重とほぼ一体の

ものとして自立の支援ということが言われています。ですから、保護をやめて自立の消費者

保護政策に完全に変わったかというと、それは実は間違いということになります。 
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 保護と自立を対立概念のように扱っているのですが、実は、自立の反対語は保護ではなく

て依存です。だから、保護と自立というものは、本来両立し得るものなのです。 

 外国ではprotection and empowermentという言い方をして、保護をやめましょうなどとい

うことは言っていません。日本の場合は、権利の尊重と自立の支援なのですが、私は、権利

の尊重はprotectionで、自立の支援はempowerment、力をつける。力を与えるというような

意味に捉えるのがよいのかなと思ったりしています。 

 自立についての幾つかの考え方なのですが、自立がよくわからない。何でも自分でできる

というものは自助モデルという言い方ができると思うのですが、これを自立だというように

思って使っている人は結構いますが、果たしてそうなのかというのは非常に疑問があるとこ

ろです。 

 そこで、消費者教育の教科書とか論文とかを見ると、消費者は既に自立しているという、

岩本先生がそういうことを言っておられます。どういうことかというと、意思決定の自由を

持っている人はもう自立しているのだと。それが不十分な人、高齢者とか障害者の人とか、

子供とかが自立していないので、その人たちのための支援が自立の支援だというニュアンス

で文章を書いておられます。 

 さらに、ちょっとびっくりする考え方なのですが、自立は反対語である依存先をふやすこ

とということを、熊谷晋一郎先生という、この方は障害者の先生なのですが、福祉の領域で

非常に有名な先生で、実は、自立は、社会的な相互依存がある以上は、依存先をふやすこと

によってその人が主体的に生きられるのだというような考え方をとっておられます。ちょっ

と時間がないのですが、インターネットでこの言葉「自立とは依存先を増やすこと」で検索

していただくと、ものすごく有名なフレーズなので、検索で出てきますので、覚えておいて

ください。 

 あとは特に脆弱な消費者、被害に遭いやすい消費者が、ヨーロッパとかでは、vulnerable 

consumersということで、特別の保護が必要なのではないかと。ただし、その人たちを社会

的に排除するのではなくて、社会に包摂した中で特別な保護が必要なのではないかというこ

とが言われています。 

 余り時間がないのですが、消費者基本法は、権利を尊重するとともに自立を支援すると言

っているのですが、まず、権利の主体だと認めるのが現在の消費者基本法で、自律的な意思

決定を認めて主体的な行動を消費者がする。これが恐らく自立なのだろうと。それはほぼ自

助を中に取り込んでいることだと思うのですが、共助と公助との関係をどう考えていくのか

ということが、これからは必要になっていくのかなというふうに、自立概念の総意との関係

で、何でも自分でできるというモデルをとるのか、既に自立しているということで自己決定

が十分できない人を支援することを自立の支援と言うのか。それとも、共助とか公助とかも

含めて、その人が主体的に生きるための支援のことを言うのかというようなことになってい

くのかなと思っています。 

 続いて、シチズンシップです。時間がもうないのですが、市民とは何かということで、私

が思っていたのは、最近までは市場の民だと思っていました。マーケットの民、つまり、市

民社会における近代資本主義の市場の民のことだと私は思っていたのですが、実は、これは

たまたま「市」というふうになっているので、もともとのcitizenは、確かにシティの人の

ことなのだけれども、語源からすると、ラテン語のcivitas。これは地方というか、ポリス

のような都市における公共の市民みたいな意味をもともと持っているそうです。市場の民と

いうよりは、恐らく地域における社会性を持った市民のことです。ローマ市民権を持って、

その都市に住んで、その都市の器の中で、みんなで共同して暮らしている人たちのことを

civitas、集団のことをcivitasと言っていて、それがcitizenになったということで、市民
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とは市場の民ということではなくて、公共団体の一員なのだと。公民権の公民に近いような

概念だったということが言えます。 

 消費者市民社会なのですが、消費者市民という言葉が出てきたのですが、市場での選択な

ど、みずからの経済行動を通じて世の中をよくしようという考え方です。お買い物で世界を

変えると日弁連とかはよく言うのですが、それだけかなと言うと、プラスアルファがあるの

ではないかという話で、消費者教育推進法の２条２項でいろいろ書いてあるのですが、みず

からの消費生活に関する行動が社会に影響を及ぼすので、公正かつ持続可能な社会の形成に

積極的に参画しようと。これが消費者市民社会、消費者市民なのだということを言っている

のです。市場での選択などの経済行動と書きましたが、これはエシカルな消費ということ

で、買う、買わない、あるいは食品ロスをやめようという、選択よりももうちょっと広くな

って、消費、使い方の問題なのだけれども経済活動のほかに、みずからの消費生活に関する

行動は、消費者教育の地域に貢献する、被害を防止しましょうとか、こういうエシカルな消

費がありますということを地方で伝えていくこと自体もみずからの消費生活に関する行動な

のではないかということで、広く捉えるべきではないかと私は思っています。買う、買わな

い、消費する、消費しないだけではなくて、地域で消費のあり方について、社会構成員とし

ていろいろな取り組みを行うというのが消費者市民社会なのではないかと思っています。 

 続いて、地域福祉の話をします。地域福祉とは何かなのですが、地域福祉は社会福祉とか

介護とか、そういうことに限定されずに、地域での安全・安心な日常生活に向けた困り事解

決の取り組みのことをいいます。個別の制度的なサービスだけではなくて、地域でのつなが

りや支え合いとか仕組みとか、そういうことをやります。それは社会福祉事業法が今は社会

福祉法になっているのですが、そこの４条１項に地域福祉の増進ということが書いてありま

す。 

 現在、地域福祉の推進について、厚労省が物すごく頑張っています。それが地域共生社会

の推進ということで、閣議決定で「ニッポン一億総活躍プラン」というものができましたけ

れども、それの一部にこの地域共生社会が入っていて「『我が事・丸ごと』地域共生社会」

の実現ということで、地域のことはみんな我が事と考えて、丸ごとで社会福祉だけに限らず

いろいろなことも含めて地域福祉の問題だということで取り組んでいこうということで、社

会福祉法が改正されました。４条２項が追加されて、社会福祉法に基づく市町村における包

括的な支援体制の整備に関する方針などがつくられて、社会福祉のことだけではなくて、場

合によってはまちづくりだとか、消費者被害の防止だとか、そういうものも含めた取り組み

ができるように新しくなっています。 

 ちょっと時間がないので、ぽんといって、これは改正社会福祉法の概要ということでイン

ターネットにも書いてあるのですが、社会福祉計画が充実できるということで、その中に、

丸ごと何でも放り込める。しかも、権利擁護事業の一種なので、消費者問題を明らかにこの

中に入れられるので、これに入れて、厚労省の動きとともに消費者庁に頑張っていただい

て、見守りネットワークを推進できるのではないかと思ったりもしております。丸ごととい

うところが書いてありますけれども、この中にいろいろなことが放り込めるということで

す。 

 最後にSDGsなのですけれども、言葉としては、日本語に訳すと、持続可能な開発目標、

Sustainable Development Goals。Goalは目標、Developmentは発展とか開発で、私は発展の

ほうがいいかなと思っているのですが、Sustainableは持続可能な、ずっと維持できるとい

う意味ですね。国連サミットで採択されたもので、2016年から2030年まで、先進国も発展途

上国とともに取り組んでいかなければいけない目標です。考え方は、誰一人残さないという

ことで、すごくいいキャッチフレーズなので、いろいろなところで使われていますが、そう
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いう考えに基づいて、17のゴールと169のターゲット。ゴールは究極の目標で、ターゲット

は下位目標のことで整理されています。 

 ５つのＰを大切に関連づけていきましょうということで、人間、地球、反映、平和、連

帯。これらをまとめて17のゴールを実現していきましょうということで、日本政府も頑張っ

て取り組んでいます。 

 あらゆる貧困と飢餓に終止符を打とうと。持続可能な生産と消費をともに推進していく必

要がある。消費者や市民の主体的な取り組みを推進していこうということで、国もこういう

ことに力を入れています。 

 インターネットで見ていただいたら、こういうマークを使って17の目標を設定していま

す。その中で消費者問題にかかわるのは貧困の問題、12番の生産と消費で、この生産と消費

がサステーナブルな消費とよく言われるもので、注意するのは、生産も持続可能な生産にし

ていかなければいけないということで、資源を食い尽くす、あるいは再生可能にしないよう

なものは使わないとか、そういうことについては消費も生産も注意しましょうという取り組

みです。 

 これは同じような絵なのですが、10番に丸をしておいてください。10番が、実はことしの

１月１日からマークがかわって、ちょっとだけ変わりましたということです。これは外務省

のホームページからとってきていますので、できたら外務省のホームページに行っていただ

いて、１番と12番が先進国の、特に消費者関係の人たちがかかわるということで理解してお

いていただければと思います。12個あるのですが、１番が貧困。先進国も含めてあらゆる場

所におけるあらゆる形態の貧困を終わらせる。12番は持続可能な生産と消費ということで、

これから、人間が生きているこの地球上の人間社会及び自然が持続可能になるような生産と

消費の形態を重視しましょうということになっています。確保すると書いていますね。済み

ません。この２つが主に重要と。 

 SDGsはわかりにくいし、発展途上国に向けたメッセージが非常に多く含まれているのです

が、もしよろしければ、このSDGs、中学受験の本なのですが、一番わかりやすい本なので、

皆さん、よろしければこの本を、学習参考書のところに置いてあるのですが、読んでみてく

ださい。きょうはちょっと、また後で出てくると思います。 

 以上です。完全にオーバーしましたね。済みません。以上でした。 
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＜コーディネーター＞ 
薬袋真司 氏 (弁護士 大阪弁護士会)  
 
＜パネリスト＞ 
中庄とみえ 氏 (消費生活相談員 公益社団法人 全国消費生活相談員協会・適格消費者団体)  
森つくし 氏 (椙山女学園大学 3年) 
杉崎伊津子 氏 (あいち子ども食堂ネットワーク共同代表、わいわい子ども食堂運営委員長) 
竹田哲規 氏 (愛知県豊明市 健康福祉部 高齢者福祉課 地域ケア推進係) 

パネルディスカッション           

第一部 ～パネラーからの報告～ 
  

 

 

 

 

  

 

【薬袋 氏】 

もう既に４分ぐらいオーバーさせてしまった状態でパネルディスカッションに入らなけれ

ばいけないのですが、それぞれの方に自己紹介を兼ねていただきまして、それぞれの皆さん

の取り組みについてお話をしていただきたいと思っております。 

 最初は「相談現場に必要な支援のしくみ」ということで、中庄とみえさんです。中庄さん

から報告を10分ぐらいでお願いします。 

 

【公益社団法人全国消費生活相談員協会・適格消費者団体 中庄とみえ 氏】 

 消費生活相談員の中庄です。相談員は聞くことが仕事ですけれども、話すことも得意で

す。マイクを握りましたら離さない傾向にありますので、御迷惑をおかけするおそれがあり

ますので、原稿を読ませていただきます。どうぞお許しください。 

 私は、名古屋市消費生活センターを定年退職し、現在、近郊の消費生活センター２カ所で

週に１日ずつ消費生活相談を担当しています。現在の相談の現場についてのお話をしたいと

思います。 

 まず、最近、受けた事例から始めたいと思います。80代の女性は、ひとり暮らしで月に１

回、市の福祉職員の見守りの訪問を受けています。２カ月前に職員が訪問すると、女性から

相談を受けました。先月末に展示会でネックレスを買ったので、銀行で代金を振り込もうと

したら、窓口の人に事情を聞かれた。高額な支払いだから、もう一度考えてみたらどうか、

クーリングオフができるのではないかと言われた。１日考えたけれども、結局買うことにし

て、代金を振り込みました。でも、いざつけてみると、サイズが合わないので、きつい。解

約したいとのことでした。 

 試みに職員が事業者に電話をしましたが、応答がありませんでした。職員が女性の別居し

ている家族に連絡し、数日後、女性、家族、職員が同道してセンターに来所しました。相談

員は女性のネックレスを返品したいとの気持ちを確かめて話を聞きました。購入から時間が

経過していること、無理に買わされたわけではないことから、一方的に解約することはでき

ないと伝え、解約できるとしても事業者との合意解約になることを説明しました。 

 女性が了解しましたので、解約したい旨を書面にして事業者に送付しました。書面を送付

後、センターから事業者に書面の内容を検討してもらえるかを問い合わせました。事業者
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は、商品を検品の上、手数料とネックレスのクリーニング代を差し引いた金額を返金すると

答え、後日、返金されました。 

 細部をはしょってお話ししましたので、わかりにくい上に相談内容について突っ込みどこ

ろが多々あるかと思いますが、そこはちょっと置いておいてください。この事例では、第１

段階で金融機関の窓口の気づきがありました。第２段階、職員の聞き取り、家族へのつな

ぎ。第３段階でセンターの対応になりました。時間はかかりましたが、女性の周囲の見守り

と連携で解決に至りました。 

 今、ここまでの仕組みができています。第２段階の職員には、女性の来所以降、書面の送

付、女性への連絡等で手数をかけました。後で聞いたのですが、職員は、女性をセンターに

案内することで問題は解決すると思っていたのに、センターから何かと連絡があるので戸惑

ったとのことでした。最終的に、僣越だったかもしれませんが、女性の家族に成年後見制度

の利用について検討してほしいことを伝えてもらいました。 

 消費生活センターは地域見守りのネットワークの相談機関として位置づけられ、紹介され

ていますが、そこにとどまらず、ネットワークの関係者、関係機関に実際の守備範囲を知っ

てもらう必要があると痛感しました。そして、願わくば第１段階で女性にセンターを案内し

てもらえたらと思いました。印刷物の矢印の先に消費生活センターと記載していただくとと

もに、ちょっとお節介な相談員の存在を知っていただいて、いざというときに協力して事に

当たれる仕組みができていたらと思います。御自分でセンターに来所したり、電話で相談を

することができる方たちへの対応のほか、福祉関係の方たちを介しての相談には、関係者へ

のセンターの役割の案内が欠かせません。受け皿として相談を待っているだけではなく、消

費生活センターがネットワークの一員として協力関係を築いておくことが大切だと思いま

す。 

 しかし、ここで早くも水を差してしまうのですが、地域ネットワークに、前に述べたよう

なわかり合えた形でセンターを周知してもらうことは意外に難しい気がします。必要と切実

に思っている相談員が動けないからです。相談員は、通常、勤務時間内に外に出られませ

ん。私の場合、週１日、昼休みを含めて６時間の勤務です。要請された講座に出向くほか、

周知は担当の職員の仕事になるのですが、職員は実に多忙です。必要ということはわかって

いても、なかなか思い描く関係を築くことができないなというのが実感です。 

 消費生活センターは、地方公共団体が行っている行政サービスです。平成29年４月１日現

在、全国各地829カ所に設置されています。私が勤務しています２カ所の消費生活センター

は平成29年４月１日以降にできておりますので、少なくともこの数に２カ所は加わることに

なります。消費生活センターでは、専門的な知識と経験を持つ相談員が消費生活に関する相

談に応じて問題解決のためのアドバイスや話し合いの調整、情報提供を行っています。商品

やサービスを購入してトラブルになったとき、契約前の予備知識を入手するため、一般的な

商品サービス情報を得るためなどに利用していただけます。 

 消費者一人一人が消費者として基本的な知識に基づき、消費者自身で責任ある契約を選択

できる力をつけていただくことをお手伝いする機関です。センターの主な仕事である消費生

活相談の役割は、消費者が受けた被害の問題点を事業者に具体的に指摘することにより、適

切かつ迅速に救済することにあります。それがひいては相談の処理過程が事前に即した消費

者教育になる。苦情の解決を通じ、消費者は企業及び行政に消費者の意向を示して、その意

思決定に参加することになる。相談のデータが消費者政策、法改正の資料として反映される

というのが大きな特徴です。 

 消費生活相談の範囲は広く、センターにはさまざまな分野の相談が入ります。相談員は、

相談者がみずから解決できるよう対処方法をアドバイスして、自主交渉を支援します。社会
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経験が乏しい若者や判断力が減退した高齢者など、事業者との交渉力に問題がある場合は、

センターが妥当な解決に向けて交渉をあっせんします。苦情や被害の発生を未然に防止する

ための情報を提供します。相談内容によっては、より適切な相談機能を備えた機関を紹介す

るような役割を担います。 

 また、消費生活センターでは、広報紙に事例を紹介したり、啓発グッズを配布したりして

市民へのセンターの周知を図っています。要請があれば出張講座に相談員を派遣し、センタ

ーの案内とともに最近の事例等を情報提供し、身近な相談窓口をアピールしています。 

 以上、消費生活センターと相談員について、少し理解を深めていただけたら幸いです。以

上です。 

 

【薬袋 氏】 

 中庄さん、ありがとうございました。 

 続きまして、椙山女学園大学、森つくしさんより「大学生による消費者教育～中学校での

授業実践を中心に～」ということでお話しいただきたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

 

【椙山女学園大学３年 森 つくし 氏】 

 皆さん、こんにちは。椙山女学園大学現代マネジメント学部３年生の森つくしと申しま

す。本日は「大学生による消費者教育～中学校での授業実践を中心に～」についてお話しさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

 初めに、私が所属しているゼミナールについて御紹介させていただきます。私は消費者行

動論ゼミナールに所属しており、経営・経済について、消費者、生産者の視点から考え、現

代的な問題や課題を探っています。２年生では、消費者力検定を全員で受験します。また、

座学に加え、企業や行政と連携した取り組みも積極的に行っております。 

 こちらは企業と連携して行った「おふろ部」という活動です。日本中にお風呂好きな人を

ふやすため、ウエブメディアのキュレーションサイトを使い、大学生である私たちが消費者

目線や体験に基づいて、ライターとして記事を書くという活動を行いました。 

 また「おふろ部」の活動の一環として、バスカクテルの商品開発を行いました。バスカク

テルとは、カクテルのようにデザインした入浴剤です。若い女性消費者のニーズを踏まえて

４種類ほどのバスカクテルを企画し、制作しました。それぞれに合わせた入浴方法などをレ

シピにまとめ、大学祭や地域のイベントで販売を行いました。 

 次に、行政との連携です。私たちのゼミでは、これまで名古屋市から大学への事業委託を

いただき、さまざまな活動をしてきました。こちらの「名古屋市（消費生活フェア）」で

は、一般消費者向けにブース出展を行い、使用済みのお茶の葉を乾燥させてつくった脱臭剤

を配布したり、新聞紙を材料に掃除用スリッパや生ごみ用容器を作製する方法を実演、指導

しました。 

 また、ほかのゼミ生は、子ども向けのイベントである「なごやHAPPYタウン」にも出展し

ました。「なごやHAPPYタウン」では、商品につけられたマークに関するパズルを探偵にな

って解き明かすというゲームを企画したり、ステージでは寄附つきのお菓子を紹介するクイ

ズを行いました。同じく名古屋市との連携により、今回、お話しさせていただく消費者教育

の授業も行いました。 

 私たちのゼミでは、毎年３年生が消費者教育の授業を実施しております。ことしも大学へ

の消費者市民社会普及啓発事業委託の一環として、この活動を行いました。先輩たちの取り

組みは平成29年度版の消費者白書でも紹介していただきました。私たちは、中学生が消費者
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の一人として消費生活の仕組みを理解し、トラブルに巻き込まれない態度を身につけること

を目的として、契約の問題点などをテーマに家庭科の授業を行いました。 

 ここからは、消費者教育の授業について御説明させていただきます。まず、消費者教育の

授業の流れを御説明させていただきます。私たちは、初めに、授業計画・学習指導案を先輩

方の資料をもとに作成し、次に、中学生に適した教材研究と教材作成を行いました。それか

ら、大学生であるゼミの仲間を生徒役に見立てて模擬授業を行い、授業の流れや教材が適切

かどうかを確認しました。そして、実際に、中学生に消費者教育の授業を行い、その後、中

学校の家庭科の先生と一緒に授業の振り返りを行いました。 

 初めに、授業計画・学習指導案の作成についてです。こちらは私たちが作成した学習指導

案の一部です。先輩方の資料をもとに内容を考えました。今回は、2017年９月11日から15日

にかけて、本学の併設中学校である椙山女学園中学校の１年生７クラスを対象に、家庭科の

授業の一環として行いました。単元は「よりよい消費生活のために」です。また、このうち

本時は契約と消費生活のトラブルです。主な内容は、契約とは何だろう。消費生活のトラブ

ルと悪質な契約、事例を通してトラブルへの対応を考えようの３項目です。 

 次に、教材研究と教材作成についてです。授業の導入部分で使用した教材がこちらです。

ゼミの先輩が作成したウエブサイト、「CONSUMER TOWN」を使用しました。このサイトは消

費者の町をイメージしており、イラストの中にはさまざまな消費生活やトラブルに関するク

イズなどのコンテンツがあります。今回は、このサイトの中からカモがいる公園のところを

クリックし、自分がどれぐらいだまされやすいのかを診断するカモ度チェックを中学生にや

ってもらいました。 

 こちらは展開部分の教材として配付をしたワークシートの一部です。ワークシートは穴埋

め式にしており、授業の流れに沿って中学生が書き込めるようにしました。グループワーク

を行う際にメモができるような欄を設けるなど、中学生が取り組みやすい工夫を行いまし

た。 

 また、展開部分の教材として、パワーポイントも使用しました。こちらはマル・バツ形式

で契約に関するクイズを行ったものです。この内容は配付したワークシートにも同じものを

載せ、答えを書き込んでもらいました。 

 同様に、悪質商法についてもパワーポイントを使用しました。こちらは悪質商法の名称と

決まり文句を線で結んでもらう問題です。配付したワークシートにも同じものを載せ、まず

は中学生に一人で考えてもらい、その後、グループワークを行い、グループワークで話し合

いをしてもらいました。 

 ほかにもパワーポイントでインターネットショッピングのサイトを再現しました。こちら

はその中の一部のシートです。中学生にインターネットショッピングについてわかりやすく

理解をしてもらうため、商品を選んでから購入するまでの一連の流れをパワーポイントで再

現しました。ここでは、お気に入りのバッグを購入するという想定で、実際にクリックする

仕草を行いながら、インターネットショッピングの疑似体験を行いました。 

 さらに、インターネットショッピングで買い物をした後、問題が発生したら、どのような

行動をすればよいのか、こちらの図を使い、矢印を動かしながら説明をしていきました。も

しも先ほどネットで買ったバッグのファスナーの調子が悪かったらどうするかという質問を

投げかけて、中学生に自分自身の行動を考えてもらいました。ここでは特に、何もしないで

黙っていると、同じ被害に遭う人が出るかもしれないこと、自分が声を上げることが他人の

ためにもなり、消費者市民社会につながるということを強調しました。 

 もう一つ、展開部分の教材として動画を再生しました。女子中学生に適した動画を探すの

はとても苦労しましたが、同世代の女の子がSNSを通じて危険な人物との出会いに巻き込ま
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れていくという事例を選びました。当日は、生徒たちが真剣に動画を見てくれて、主人公が

危険な場面では声を上げるなどをしていました。消費者トラブルが身近にあるということを

実感してもらえたのではないかと思います。 

 次に、模擬授業の様子です。大学生であるゼミの仲間を生徒役に見立て、さまざまな教材

を使い、何度も模擬授業を行いました。より効果的な授業とするため修正を繰り返し、最終

確認を行いました。 

 こちらは実際に授業を行ったときの様子です。私は先生役を務めて、全体の進行を行うと

ともに、積極的にグループワークを導入しました。中学生を６人から７人のグループに分

け、各グループに大学生が１人つき、中学生の意見を引き出しながらグループワークを行い

ました。グループワークをすることで、中学生が身近な消費者トラブルの経験をお互いに共

有し合うことができました。 

 授業の振り返りでは、主にここにあるような意見が挙げられました。大学生が進行するこ

とで、いつもとは違う授業となり、中学生が授業に集中し楽しんでいる様子だった。また、

ウエブサイトでのカモ度チェックや動画は中学生が興味を持ちやすい教材であった。グルー

プワークの際、各グループに大学生がつくことで、中学生のいろいろな意見を引き出せたな

どが挙げられました。一方、私たち大学生の授業のスキルが不足しており、中学生が盛り上

がったときの対処がうまくできなかったことや、授業の時間配分が計画どおりに進まなかっ

たなどの反省点も挙げられました。 

 以上のような消費者教育の実践を通して得られたものは、ここにあるとおりです。行政と

の連携により、異世代と交流し、学習成果を伝える機会を得られたこと。消費者教育の受け

手から担い手になることを通して、みずからの学びを深められたこと。地域の安全・安心で

豊かな消費生活へ興味関心が高まったということです。 

 最後に、私は、これらの経験を生かして、これからも消費者市民として、積極的に学び、

伝え、行動していきたいと思います。また、この場をかりて、私たちの消費者教育の実践を

支援してくださいました名古屋市の皆様や御関係の方々にお礼を申し上げます。 

 ありがとうございました。 

 

【薬袋 氏】 

 森さん、ありがとうございました。 

 立派な社会人のコメントをしておられて、我々は恥ずかしい次第なのですが、また後でち

ょっとコメントさせていただきます。 

 続きまして、あいち子ども食堂ネットワーク共同代表、わいわい子ども食堂運営委員長の

杉崎伊津子さんから「人と人とのつながりから安全な地域づくりへ、子ども食堂」というこ

とでお話をいただきたいと思います。お願いします。 

 

【あいち子ども食堂ネットワーク共同代表・わいわい子ども食堂運営委員長 

 杉崎 伊津子 氏】 

 皆さん、こんにちは。子ども食堂のおばあちゃんの杉崎伊津子です。よろしくお願いいた

します。 

 きょうのスライドは、皆さんにお配りしている資料と中身が少し違っている部分がありま

すが、よろしくお願いいたします。 

 私は、60歳の定年まで国家公務員で年金の職場にいました。そこを退職してから北医療生

活協同組合の副理事長になりまして、医療生活協同組合の活動を通じてさまざまなボランテ

ィアとかを経験して、10年がたっています。ということで、念のため、71歳です。 
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 今、本当に子供の貧困が、子ども食堂というと子供の貧困というような形で捉えられてい

ますが、本当に現代の貧困は全く見えないのです。見えない貧困をどうするのか。それか

ら、多くの現代の人たちの中にあるのは、人間関係の貧困、体験の貧困とか、そういうもの

をすごく思っている。また、単身世帯もこれから高齢化社会で多くなっていくという中で、

家庭でもない、学校でもない、職場でもない、自分にとって本当に居心地のいい第３の場所

が求められているということをこのごろ勉強しました。 

 どんな第３の場所がいいかということで、あるがままに過ごせるところ。そこに安心な、

いろいろな人たちがいたら、そういう人とつながりたい。そして、温かい食事があったらい

いな。ほっとして気が置けない場所がいいな。それが近くに欲しい。そんな思いで第３の居

場所が今、非常に大きく言われているのではないかと思います。 

 そういう中で、子ども食堂というものが本当に驚くほど広く関心を持たれ、私も想像して

いなかったことがさまざま起きています。子ども食堂とは何ということなのですが「こども

食堂とは、こどもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂」という定義をしてい

ます。ですから、必ずしも貧困ということを重視してやっているわけではないのです。これ

は東京の大田区の近藤博子さんという方が八百屋さんをやっていらして、自分の近所の子供

が、お母さんが病気になってしまって御飯がちゃんと食べられていない子供がいたことで、

それだったら、私がつくって食べさせてあげようかなということから、子ども食堂という名

前をつけて2012年に始められた。それが非常に全国的に共感を呼ぶようになって、東京、大

阪で始まって、広がっているという状況です。 

 なぜ子ども食堂がこんなに急増したのかというのは、2012年に近藤さんが子ども食堂と名

づけられたのですけれども、2014年に厚労省が、子供の相対的貧困率を発表したのです。６

人に１人が貧困家庭にいる。これは非常に衝撃的な数字だったと思います。そういう中で、

では、御飯をつくって食べさせてあげるぐらいは私だってできるよねというような思いの多

くの皆さんが、子ども食堂をやりたいということで始められました。今、愛知県の中でどれ

ぐらいあるのか。愛知県は始まりが大変遅くて、2015年７月に長久手市で初めて１号店がで

きました。その次に私たち北区のわいわい子ども食堂ということで、2015年は３軒でした。

2016年もそんなに驚くほどふえなかったのです。今は愛知県の中でもう70カ所になっていま

す。名古屋市内も35カ所は確認ができました。そんな状況で、非常に驚いています。全国で

は、もう1,000カ所の子ども食堂があるのではないかと言われています。 

 子ども食堂は、非常に多種多様です。一つの形ではとてもおさまらないし、それだけ自由

なものだということが言えると思います。だから、たくさんできているのだなと思っていま

す。 

 ３つの大きな特徴があるのですが、多様性、創造性、地域性です。子ども食堂をやりたい

という人たちが、本当に自分のスタイルに合わせてそれぞれがやっていらっしゃるというこ

とで、行政とか、どこか立派な団体が子ども食堂をやりますとやったのではなくて、本当に

友達同士でどこかの場所をかりてやっているとか、お寺でやっているとか、教会でやってい

るとか、NPO法人さんがほかの仕事があるけれども、その間に場所があるからやろうかと

か、極めて多様で自由な発想で子ども食堂が広がっているというのが現状だと思います。 

 私の子ども食堂、わいわい子ども食堂は、もともと医療生活協同組合で、乳幼児のお母さ

ん、ひとりぼっちのお母さんをなくそうということで、フリースペースを始めたのです。乳

幼児を持っているお母さんたちとはさまざまなつながりができたのだけれども、学童期の子

供たちの健康や食育は、つながりがなかなかできないということで、何かきちんとした定期

的なものを、活動をしていきたいという議論の中で、そういう中で、子供の貧困問題とかも

浮上して、忙しいお母さんたちに何が必要なのだろうということから、子ども食堂がいいわ
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ね、子ども食堂をやってみましょうという話で、子ども食堂に至ったという経緯がありま

す。 

 私たちは、医療生活協同組合だけで、その活動だけで子ども食堂をやってはおもしろくな

い、地域丸ごとという視点が大事なのだね、もっと広がりがほしいねということで、この３

つの団体でプロジェクトをつくって始めようと。この小さなネットワークみたいなものをつ

くった。北医療生活協同組合と、めいほく保育園という社会福祉法人の保育園と、おもしろ

いのが名古屋北法律事務所友の会ホウネットです。法律事務所までかかわって一緒に子ども

食堂をやるというプロジェクトをつくった。これが大きな効果を呼ぶことになりました。 

 わいわい子ども食堂はどこにあるのかということで、きょう、地図を出しておきました

が、これは名古屋市内の方しかわからないかもしれないのですが、北区の中に名城線の平安

通駅、小牧のほうへ行く上飯田という駅の間にある地域です。このようなところにありま

す。先ほど言いましたこの３つのネットワークで、今、こんなに大きな広がりのネットワー

クができて、本当に多くの皆さんに支えられて子ども食堂を運営しています。私も最近、こ

の図をつくったのですが、全然知らない若い女性が、子ども食堂という記事を見ましたけれ

ども手伝いに行っていいですかとか、高校生が手伝いに行っていいですかと言って来てくれ

る。もちろん大学生さんも来てくれる。それから、企業の方たちが、何か食材を提供したい

のですが、どうしましょうかとか、カンパをしてくださる。あるいはずっとこの２年以上に

なるのですが、２年間定期的に送金をしてくださる顔も知らない方もいる。そのように、さ

まざまな形でネットワークができています。 

 意外とつながり、線が引けていないのが行政機関だったり、学校だったり、公的なところ

とは余り太い線が引けない。点線も引けないところもあるのですが、民間企業さんなどは本

当にCSRを活用したさまざまな支援をしてくださっています。 

 子ども食堂を２年間やってきて見えてきたことを書いておきます。きょうは時間が短いの

で極めてポイントだけの話をしていますけれども、貧困対策ではないと私は言いましたが、

子供たちの貧困は、学校の前で私たちは宣伝チラシをまくのです。ですが、どの子が貧困な

どはとてもわかりません。見えません。みんな同じように見えます。 

 あるとき、夏休みにフリー開放、参加費が要らない。そのときは子供200円、大人300円で

やってきたのです。ところが夏休みにはフリーで、誰が来てもいいとオープンにしてやった

のです。そうしたら、そこで来た子供が、その後、通常の開催のときに全然来ないのです。

本当に来てほしい問題を抱えている子だというのは来たときにすぐにわかったので、その子

たちにどうして来ないのかということを、さまざまな手を打ったのですけれどもわからなく

て、友達をようやくつかまえて聞いたら、200円の参加費を持って来られないのだと言われ

たのです。本当に少額、私たちから見て少額だと思っていることが間違いなのですけれど

も、少額だねと思っていたことが、それを持って来られない子供がいたのだということがす

ごく衝撃で、ショックを受けました。そういう事実です。全く普通に見えていても、そうい

う事実があるということがわかりました。その子たちは今、子供を無料化しまして、そうし

たら、毎回来てくれるようになったのです。本当にやっていてよかった。その子たちが来て

くれて、顔を見せてくれるということが、私たちの元気の源になっているかなと。 

 それから、ひとりぼっちのお母さんをなくしたいという思いもあって、子育て相談とかが

あったときに、子供のことで悩んでいる、あるいはお友達のいないお母さんという方たち

が、ちょっと相談があったときに、子ども食堂に子供さんも一緒に連れてきたらと声をかけ

ることができるとか、そういう意味で、気づきの受け皿に、私たちは貧困対策はできないの

です。それは行政がきちんとお金を出すなりして手当てをしてほしいのです。 

23



 私たちは、気づきの受け皿にはなれる。困ったが言える場所にはなれると考えて、子ども

食堂を２年ちょっとやってきました。名古屋市内の１号店だったということで、非常に脚光

を浴びて、この地方の全新聞社、全テレビ局が記事を書きに取材に来てくれたというおまけ

までついています。 

 子ども食堂は、本当に多様なつながりをつくることができるということを改めて知りまし

た。草の根で始まったものだということです。民間発の取り組みということがとても魅力的

なのではないか。極めて幅広な活動だということがわかりました。それから、地域を再生す

る力がある。名古屋市の地域の振興課とか、そういうところも大変子ども食堂に興味を持っ

てくれて、さまざまな講座を開いてくれたりしています。そういう意味で、新しいつなが

り、連携とか協働のシステムが非常につくりやすい。子ども食堂はいろいろな仕事があるの

です。誰が来てもすぐに手伝うことができるのです。 

 いろいろな方が来てくださって、私たちのところは、かなり子供がたくさん来まして、平

均して60人以上の子供が来ます。大人が30人近く来て、ボランティアさんも30人から40人来

ていますから、もう120食とかをつくって御飯を食べるのですけれども、そういう中で、み

んなが楽しい。ボランティアに来る人も、ただ大変ではなくて、これが生きる楽しみだった

り、みんなとおしゃべりをして調理をしたりすることが楽しいと言う。そういう意味で、本

当に主体的で、私は一度もボランティアに人が足りないから来てくださいなどと電話をした

ことは一切ありません。いつもみんな集まってきます。みんな何かしたいという思いで集ま

ってきてくれているのかなと思います。 

 自発的で緩やかな食を通じたつながりで人と人をつないだり、地域が本当に丸ごと元気に

なるというか、私たちの地域に子ども食堂があるのだねと、こんなふうに言えるというのが

魅力的な町なのかなと思っています。 

 子ども食堂は貧困対策からスタートしました。そういう意味では、貧困対策はできません

とか言いながら、言葉的には貧困対策というところからスタートしましたが、私たちの力で

対策をすることは、おこがましいしできません。そんな力はありません。でも、気づいてあ

げること、困ったと言いやすい場所をつくっていくということはできると思います。子ども

食堂というと、子供しか行ってはいけないと思われがちですが、子供の食堂ではありませ

ん。誰でも歓迎の子ども食堂です。子ども食堂というのはネーミングですから、そのように

受けとめていただきたい。 

 それから、子ども食堂が貧困対策と言うことによって、かえって困っている子が来にく

い。あそこは貧困の子が行くのだと学校の中でもし言われたら、次から来ないと思うので

す。今、私たちがチラシをまきに行くと、子供たちが、私は行っているよ、今度も行くよと

か、僕はいつも行っていると声をかけてくれるのです。でも、あそこは貧しい子が行くのだ

などと大人が言いふらしたりしたら、そういう子たちが来なくなってしまうので、極力そう

いうレッテルを剝がしたい。これは全国共通の子ども食堂をやっていらっしゃる方たちの思

いも、そんな共通点のことかなというふうに思っています。 

 きょうは本当に少ししかお話しできなかったので、一部の方のものしかないかもしれませ

んが、愛知の子ども食堂マップというものを持って来ましたので、手にされた方は見ていた

だいて、皆さんの近くに子ども食堂があったら、ぜひのぞいてください。中は名古屋市内の

マップになっていて、表のほうが愛知の子ども食堂のマップです。 

 それから、16日、来週ですが、名古屋市主催の子ども食堂というフォーラムがございます

ので、ここではゆっくりと子ども食堂についてお話ができるかと思いますので、ぜひお出か

けいただいて、子ども食堂への御支援をしていただきたいと思っています。 

 以上です。ありがとうございました。 
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【薬袋 氏】 

 杉崎さん、ありがとうございました。 

 続きまして、愛知県豊明市健康福祉部高齢者福祉課地域ケア推進係、竹田哲規さん。 

 

【愛知県豊明市健康福祉部高齢者福祉課 地域ケア推進係 竹田 哲規 氏】 

 皆さん、こんにちは。豊明市役所高齢者福祉課地域ケア推進係の竹田哲規と申します。こ

のたびは大変貴重な場をおかりしまして、実行委員会の皆様、消費者庁の皆様、この場をお

かりしまして御礼を申し上げます。 

 私からは「豊明市の見守りから生まれる地域共生への取り組みについて」というところ

で、結果というよりもプロセスのほうを中心に、簡単に説明させていただきます。 

 豊明市の概況ですが、名古屋市の南西部に位置しまして、人口６万9,000人弱、高齢者１

万7,000人を超えまして、４人に１人が高齢者の、そういった都市近郊の典型的な人口構成

をしております。そのため、75歳以上の高齢者の方の伸びがとても著しい地域の特性となっ

ております。 

 あなたは、日々の暮らしの中で、どんなときに幸せを感じますかということをよく地域の

高齢者の集会のときに話をさせてもらいます。そのときには、よく高齢者の方からは、心身

ともに健康でいたいとか、本当に穏やかに暮らしを続けたいとか、ささいな幸せを感じてい

たいということをよく耳にします。「ふつうに くらせる しあわせ」というものがありま

すが、転倒して骨折をしてしまったり、認知症を発症してしまったりとか、脳梗塞だとか、

もちろんだまされてお金をつぎ込んでしまってお金がなくなってしまってということもある

かもしれませんが、こういった「ふつうに くらせる しあわせ」がもろくも崩れることは

たくさんあります。 

 なので、こういった「ふつうに くらせる しあわせ」をどうしたら一日でも長く守れる

のかということを日々念頭に事業を進めております。できるだけ普通の生活を送るために、

ふだんの通いの場の支援であるとか、ふだんの生活の支援であるとか、そういったことを中

心にやっています。毎週なじみの方と顔をあわせておしゃべりをして、ついでに運動をして

帰っていくような通いの場。そこには交流も生まれて支えも生まれてくる。さらには、日常

生活の支援としましては、頼り頼られ上手、見守り見守られ上手な、そういった関係づくり

の必要性があると感じております。自分が、お互いが、近所が、地域がどのように支えてい

くかということは、簡単なようで難しい地域もございます。なので、日々住民との対話を本

当に積み重ねて、この３年間来ております。とても大事なことで、住民同士で考えてもらい

たい。そういった支援を続けております。 

 さりとて、行政の強いところ、弱いところ、さまざまございます。高齢者が元気になるこ

とに関しては何でも行政としては支援をしていくというような、本気で取り組むということ

を心がけておるのですが、この３つです。多様な団体が動きやすい環境づくりだとか、広報

周知・啓発、自立へのケアマネジメントというものが、行政が心がけること、役割の大きな

テーマだと思います。 

 これを簡単にさせてもらったのが次のページなのですが、地域共生社会をつくるために、

さまざまな高齢者にとってのためになる、健康になる、そういった資源、活動を全部集めて

きます。情報も集めてきて、さらに、多様な団体の力、ボランティアさんだったりNPOさん

だったり、協同組合さんかもしれません。民間企業であったり、社会福祉法人、学校法人な

ど、いろいろな団体さんの理念を知り、対話を積み重ね、そういった力を集約していきま
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す。次に分散、地域に広げ、広報周知をすることで、そういった先進的なモデル地区がある

なら、それをたくさんの地域に広報周知をして、ヒントとなって、気づきとなっていただ

く。そういったことを行います。 

 さらに、使いこなす、個別化というところなのですが、いろいろな資源や活動を把握し

て、住民さんが知ったとしても、それを使いこなせなくては意味がありません。自立に向け

て、さまざまな団体、企業であったり、そういった方々が市民のために必要なものをつなげ

ていく力も必要であって、それも行政としての支援を、そこまで支援していくということを

大変強く思っております。そうすることによって多様な団体が同じ目指す姿を共有し、同じ

方向性に向かえば地域共生社会をつくっていけるのではないかと考えております。 

 そうすることを積み重ね、続けていくと、いろいろな団体さんが市民のことで、地域のニ

ーズだとか課題だとかを知ることによって、いろいろな協力体制がわかってきます。民間企

業さんも、地域のニーズ、課題だとか、そういったものがわかれば、サービスを創出できる

かもしれません。そういったいろいろなきっかけだとか、ラッキーなポイントだとかもある

かもしれませんが、それを対話によって積み重ねることによって発見していくということが

大事なのかなと考えております。 

 消費生活問題の事例としまして、これは昨年10月に初めて高齢者福祉部局の私どもの担当

が目の当たりにしたことであります。「見守りサポート事業による消費者被害の気づき」と

あるのですが、左上の写真ですが、ミルック訪問と書いてあります。これはおひとり暮らし

の高齢者の方の安否確認のための機械を豊明市の担当の職員が訪問し、設置をしています。

設置をしたときに、担当の職員が、部屋にたくさんの段ボールが置いてあることに気づきま

した。さらに、話を聞いているところで、布団です。布団が３セットで、話を聞いていくと

10万円しましたと。これでは何かあんまりだったので、30万しましたというのを、布団を３

セットぐらい買い込んでいるのを見かけ、さらに健康食品も話の中でありましたし、温かい

ベストも買っていました。ネックレスも買っていたのですが、ネックレスだけは肌に合わな

いから返金したいという話があったので、担当職員が、たまたま昨年10月から豊明市で消費

生活センターが開所しまして、そこにつながせていただきました。 

 そこで終わりかなと思ったのですが、この方の問題は、買い物、セミナーでとてもよくし

てくれる担当者の方がいて、買い物をすることが生きがいになってしまっている。これが少

し問題なのかなということに気づきまして、さらに軽度認知障害の疑いもあるということが

診断からわかってきました。 

 次に行きますと、本人や家族、地域への支援方法をちゃんと考えてあげることが大事なの

ではないか。つなげるだけでは終わりではなくて、本人は買い物が生きがいや軽度認知障害

であることが問題であり、課題である。なので、地域包括支援センターにつなぎながら、地

域の通いの場、送迎つきの通いの場などを紹介して、生きがいを、購入することよりももっ

と楽しめることがあるのではないかということを積み重ねながら支援していく。 

 その方にとっては、家族の方も、同居もしておらず、日ごろから希薄な関係があったとい

うことで、家族の方も、本人に任せていますのでというような少し希薄な関係があったそう

です。そうなのですが、今後、軽度認知障害の方が認知症を発症し、要介護状態になったと

きに、とても介護の力とか、家族の支援だとか、お金の問題もかなり負担がかかってくると

いうことを気づいてもらえるように、そういった家族への気づきということも支援が必要な

のではないか。そういった方は、地域の包括支援センターさんであったり、生活支援コーデ

ィネーターさんから気づきとなるきっかけをつくってもらう。あとは地域で、なかなか地域

の通いの場へ誘ってもらえない。そういったこともございましたので、地域ぐるみで見守り

につながっていないという課題もございました。 

26



 なので、一人の課題から、家族の了解をもらいながら、地域の見守り隊であるとか、緩や

かな声かけであるとか、誘い出しというものが大事なのではないか。こういった課題が、一

人の課題ではなくて地域の課題として捉えていただいて、より地域ぐるみで、例えば予防だ

とか啓発活動とか、そういったことを取り入れていただけるきっかけになるかもしれませ

ん。本人への、家族への地域への支援、そこまでちゃんとやって、初めて消費生活問題の解

決に徐々につながっていくと感じております。 

 こういったものを一つの事例として、高齢者福祉部局としましては、医療介護職の皆様で

あったり、ソーシャルワーカーの皆様であったり、さまざまな専門職の方が集まる機会を設

けております。多職種合同ケアカンファレンスというのですが、こういった場に事例を持っ

ていきながら、さまざまな支援者がさまざまな視点から御指摘だったり御助言だったりをい

ただけると、それを共有する場があるということはとても強みになると感じております。 

 さらに、地域のキーパーソンの方であったり、地域の世話役さんであったり、そういった

事例を伝える場を設けている。通いの場の運営者、訪問、声かけサポーターへの啓発活動と

して、皆さんがこういうことになったらどうしますか、皆さんが近所の方々がそうなったら

どうしますかというような問いかけをしながら、講演をしていこうかなと考えております。

たまたま消費生活相談員の中庄さんには、豊明市に週１回来ていただいておりまして、講演

に来ていただけないかという相談をさせていただいたところ、つい昨日、豊明市の消費生活

の担当者の方から、年５回までなら依頼ができるという話を聞きましたので、きのう早速講

演の依頼をさせていただきました。そういったところでもございます。 

 続きまして、地域づくりの事例なのですが、地域包括ケアの担当自治体職員の課題、自治

体の職員の課題でもあるのですが、ないものねだりに陥りがちという課題がございます。国

が示す、厚生労働省が示している協議体も、見守りネットワークに類するもの、社会福祉協

議会さんが力を入れている福祉委員会というものも、福祉に関していろいろな方々と情報を

交換するような、そういった福祉委員会も類似しております。地域の会議体などは、なかな

かないと縦割り社会では思いがちなのですが、実は、既存の会議体があるということも横連

携で気づけば、不必要につくるのではなくて、既存のものを使いながら広げていくことが重

要なのではないかと感じております。 

 なので、高齢者の方にとって使える資源や活動は地域に無数にあるということを、この一

覧で紹介させてもらっているのです。これが本来、本当に使えるかどうかはわからないので

すけれども、どんどんこういった必要かもしれないものを挙げていき、実際に内容を見て、

公共の活動であったり地域の活動、NPOの活動であったりをまずは把握しましょうと。把握

してこそないものがわかってくるということが、最初の鍵なのかなと思います。 

 続きまして、協同組合さんの活動で、これも既にある通いの場の活動、なじみのつき合

い、お互いさまの関係、暮らしの助け合い、支え合い、触れ合いの活動というものは、協同

組合さんが長年やってこられた活動でございます。日常のちょっとした困り事の手伝いであ

るとか、付き添い支援であるとか、声かけだとか、組合員さんのためだけではなくて、市全

体に広げてほしいということで、昨年11月から３協同組合さんとタッグを組んで、ちょっと

した困り事解決のセンターの運営をお願いしました。 

 また、民間企業さんも、市の健康寿命の延伸の課題を解決したい。生活支援の課題を解決

したい。そのためのサービスならば、市は積極的に応援していこうということを始めてきま

した。実際に民間企業さんが、例えばカラオケボックスだとか、運動施設だとか、そういっ

たものも一つの通いの場となるということで、広報周知の協力をさせていただき、そこで何

か気づきがあったら連絡していただきたい。そういったことを伝えながら、サービスの創出

を進めております。 
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 また、高齢者見守り協定というものをおととしにさせていただきました。これは自宅に直

接訪問する機会があるような郵便局の方だとか、電気やガス、水道だとか、そういった方々

が、例えば部屋の様子が少しおかしいとか、新聞が少したまっているということであれば連

絡が入るような協定を結んでおります。 

 さらに、学校法人であるのですが、藤田保健衛生大学さん、UR都市機構さん、豊明団地と

いう団地のプロジェクトで、市と大学とURと三者協定を結びまして、さらに自治会の方々と

も協力関係を結び、豊明団地の地域づくり、活性化のプロジェクトをさせていただきまし

た。そこでまちかど保健室という毎日専門職の方が日がわりで常駐し、住民の通いの場とな

っている。そういった事例もございます。居住する学生さんには、自治会の活動に参加、協

力することを条件に、賃貸料の大幅な割り引きをしていただいている。さらに、IKEAの内装

に変えていただきまして、医療系の学生が今後、就職して、例えば病院での勤務になったと

きに、まずは高齢者の実際の生活ぶりをともに過ごすことによって、すごく学生の方はため

になるということも先生から聞いております。こういった学生さんによる地域活動の参加

が、一つまた見守りの活動のきっかけになるのかなと考えております。 

 こちらは厚生労働省が出しているポンチ絵なのですが、市の役割として民間企業さんや

NPOさん、協同組合さんや社会福祉法人、ボランティアなど、さまざまな団体さんをバック

アップしながら日常生活の支援をしたりとか、通いの場の支援をしたりとかいうことをつく

りなさいということも言われております。 

 私は、地域への働きかけとしまして、身近な地域に起こっている変化などをお伝えしなが

ら、難しい理念ではなくて、必然性。要は、住民の方がイメージできるような例を挙げなが

ら、通いの場の大切さだとか、地域ぐるみで支え合うにはどうしたらいいのかということを

毎回説明させていただきまして、支え合いの力の後押しを考えながら啓発活動を行っており

ます。 

 こういった啓発活動を続けていくうちに、地域の見守り活動であるとか生活支援活動の組

織化が、自分からやりたいという声が上がって、組織ができております。そういった組織化

にちょっと課題が出てきたときに、こういった方を組織の中に入れてみたら、この問題は解

決するのではないかということで、市としてはコーディネート、いろいろな多職種の方を、

団体の力を集約しておりますので、なければこちらからつくっていく。こういった民間企業

さんの力をかりたいなら、その民間企業さんに問いかけて、地域のこういうニーズがあるか

ら解決できないか、会議体に参加してくれないかという話をしながら協力関係を結びつつあ

ります。 

 地域コミュニティーの組織化支援としまして、協議体、福祉委員会、見守りネットワーク

などの形を整えることを目的とはしておりません。何のためのネットワークなのか。地域が

本当に必要だと感じなければ進みません。まず、考えるべきことは、自分のまちで支え合い

を進めていく組織の単位だと考えております。市全体ではなく、例えば中学校区単位でもな

く、小学校区単位でもなく、行政区かもしれませんし、町内単位でつくるものもあってもい

いかもしれません。なので、単位というものは、その地域、地域で変わっていいと思ってお

ります。 

 最後に、地域にとって一番必要とされる取り組みから、徐々に組織づくりへとつなげてい

く。地域の誰々さんを支える取り組みから始める。地域住民の支え方がわかってくる。そう

すると、地域住民さんがいろいろな方の理念などを吸収し、似た問題への解決への道が見え

てくるのではないかと思います。お願いしてやると、やはりやらされている。そんなことに

なりますので、自主的にやるというところから、市としては始めて支援をしていきます。こ

ちらは先ほどもありましたが、今あるものを集め、力を集めて、本当になければ考えてつく
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り出す。分散し、使いこなせるように、そこまで支援をしながら、いつまでも住みなれた普

通の暮らしをし続けていけるように、どの地域で支えていくのか、多様な団体とともに地域

ぐるみで支え合える地域共生社会を本気になってこれからも取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

【薬袋 氏】 

 竹田さん、ありがとうございました。 

 本当であれば、ここで少し私がコメントをする予定だったのですが、私の話が長引いたせ

いで、ちょっと時間オーバーをしておりますので、一回休憩を挟んでから後半の質疑応答の

ところで少し話をしたいと思います。 
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パネルディスカッション           

第二部 ～内容を深めるための質疑コーナー～ 

 

 

 

 

【薬袋 氏】 

それでは、皆さんの質問も非常にたくさん出ておりますので、ディスカッションという形

で、内容を深めるためにいろいろ話をしたいと思うのですが、前半のときに、私が皆さんの

お話を聞いた上での感想を少しお話ししたかったのですが、時間がなかったので、今からお

話しします。 

 まず、中庄さんのお話なのですが、消費生活センターの相談に80歳の方が来られたという

ことで、何人かほかの方の登場人物があって、銀行員、福祉職員、センターさん自身と、そ

れから、少しだけ家族というものも出てきたと思うのです。銀行員さんから直接相談が来な

かったという話と、福祉職員から来たという話。家族が同行したという話で非常に対照的だ

と思ったのは、まず、銀行員さんは、意外と、本当は見守りネットワークとかをやっておら

れるのに、それがたまたまうまく動いていなかったのかなということで、改善の余地がある

かなと思ったり、福祉職員の方は、協力する関係でやや戸惑われたということで、これは役

割分担について、結構難しいところがあると思いました。福祉職員の方も、残業をして対応

されるかもしれなかったり、どこまでがということなのだけれども、もし福祉の部門が見守

りネットワークに入っておられれば、その一環として協力してくれたかもしれないと少し思

いました。あとは家族は何をやっていたのだろうと感じてしまいました。ネットワークづく

りのときには、広くネットワークを張ることと、役割分担は、どれがどこまでやるのかと

か、そういうことが難しかったりするのかなというのが感想です。 

 続きまして、森さんの報告なのですけれども、まず、言いたいことは、若者の方が若者の

方に対してちゃんと消費者教育を熱心にやっておられる。きょう、この会場にも若い方が来

ておられるというのは、すごくすばらしいことだと思いました。特に消費者市民社会を意識

していろいろやられたり、単に被害防止教育だけではなくて企業さんとのコラボレートとか

もやっておられたりして、すごくよいことだと思いました。 

 スキルの不足まで言われたのは、弁護士のほうがスキルが不足しているのではないかとい

うことで、非常に恥ずかしい思いを私自身はしたのですが、それはさておき、続きまして、

杉崎さんの御報告なのですが、まず、根本的に思ったことは、気づきの受け皿にはなれるけ

れども貧困対策にはなれないと。直接の貧困対策ではないということが１点です。その辺は

すごく大切なことで、何を目標に民間の方が地域の場をつくっておられるのかということ
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が、ちょっとずれた、公的な、公助の代替策みたいに扱われてしまうのは、私自身もどうか

とは思うので、公助との連携みたいな、生活保護、福祉的な給付のところにつなげる一つの

きっかけあるいは虐待の防止とか、そういうもののきっかけの場としての存在価値が第一に

あるのかなと思いましたので、その辺が重要かなと思いました。あとは手伝いに来る人と

か、CSRで企業がいろいろ協力してくれるというのは、まさにシチズンシップということ

で、そういう人たちが地域づくりで集まってくる場にもなるということで、すごくよいこと

だと思いました。 

 続いて、竹田さんのお話なのですが、まさにこれは地域共生社会をそのままやっておられ

るということで、しかも、それが消費者の被害救済にも実際に役立ったということがすごく

重要かなと思いました。それと、ないものをつくったりというのは、いっぱいネットワーク

とか協議会をつくれというような方向性が出ているのだけれども、ないものをねだるのでは

なくて、あるものを集めて、それをつなげていくという発想で取り組んでおられるので、実

際にそうしないと、形式的な会議ばかりが続いて、実際にやるべきことは何もできないとい

うことで、あるいはしんどいからやらないということになってしまいかねないと思うので、

あるものを探して、つなげて、それをいろいろな形の協議会やらネットワークの機能を帯び

させていくということはすごく大切なことだと思いました。 

 以上が私の皆さんへの感想です。ちょっと僣越なところもありますが、非常に重要な、こ

ういう場でしか、この４人の方は、なかなかふだんは統一がとれないのですね。だけれど

も、地域のまちづくりとか安全・安心ということでいくと物すごく似ているのです。少し見

ている方向とかやっている対象が違うだけなのですけれども、結局人が暮らすところは一個

しかないので、官庁のように、霞が関のあのビルに行ったらこれをやっていて、このビルに

行ったらこれをやっているというのではなくて、人は一人として生活をしているので、全て

が地域で統合されざるを得ないということなので、最後は丸ごとということになるのだろう

と思います。そういう点で、ほかの人たちが隣でやっていることを知って協力するという発

想は非常に重要だと思いますので、今回のシンポジウムが、フォーラムがそうなればとは思

っています。 

 私の感想はこれまでとしまして、質問をたくさん出していただきました。皆さん、ありが

とうございます。 

 完全に全部は紹介できないと思いますが、幾つか紹介したいと思います。 

 まず、中庄さんに対してなのですが、質問ということで、80歳の人がネックレスを不要だ

と思って返品したいというときに、字を書くことができましたかという御質問があったので

す。 

 

【中庄 氏】 

 書面は自分でお書きになれました。 

 

【薬袋 氏】 

 それでは、記憶喚起はどうでしたか。どういう経緯で買ったとか。 

 

【中庄 氏】 

 その辺が危なくてというか、相談を受けるに当たって、ちょっと時間がたっていたもので

すから、だから、本当だったら銀行員の方に注意されたときに、もしかしたらすぐに、何ら

かのことをやられたのではないかというふうに思ったのですけれども、クーリングオフの期
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間中に、もしかしたら電話を１本入れているのではないかというような気がしたのですが、

それは確認ができませんでした。 

 

 

 

 

【薬袋 氏】 

 やはり高齢者の方になると、人によってかなり違うと思うのですが、記憶が喚起できな

い、書面をなくしてしまっているという方も結構多いと思いますので、なかなか大変なとこ

ろはありますね。 

 

【中庄 氏】 

 そうですね。ただ、今、消費生活相談は高齢者の相談が大変多いです。先ほど申し上げま

したように、私は今、２カ所で週１回ずつ相談を受けていまして、相談の件数はすごく少な

いのですけれども、90歳の男性からの電話もあります。高齢者の方の御相談は、実際にかけ

てくださる方が高齢で、来ていただいたり、かけていただいたりというような方については

相談を受けてお話ができるのですけれども、今回のように、福祉の関係の方を介しての御相

談ということになると、御当人が消費生活センターに相談するという意思が本当はなくて、

紹介されたという形の場合には、やはりちょっと関係が難しいところがありますので、仲介

に来てくださった方に頼らざるを得ないというところがあります。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 では、森さんのほうに質問なのですが、24ページにバスカクテルというものがあります。

これは値段は幾らなのですかということです。 

 

【森 氏】 

 バスカクテルは、大学祭のときは１つ500円で販売をさせていただいて、その後に行った

地域のイベントでは、２つをセットで300円という形で販売させていただきました。 

 

【薬袋 氏】 

 これは常時売っているのですか。 

 

【森 氏】 

 いえ、そのときの期間限定ということで、大学祭と地域のイベントの２カ所でしか売って

いなかったのですけれども、そこで販売をさせていただいて、全て売らせていただきまし

た。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 幾らだったら買いたいとかが書いてあるのですが、ちょっと控えておきます。 

 続きまして、森さん、27ページのカモ度チェック項目を教えてくれませんかという質問が

ありました。 
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【森 氏】 

 カモ度チェックは、最初は友達によく思われたいかでイエス、ノーみたいな感じの項目が

ありまして、ほかにはよく無料で配られているティッシュを受け取ってしまいますかという

ことでイエス、ノーで答えてもらうなど、最後のほうでは、消費生活センターを知っていま

すかでイエス、ノーという項目があります。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、杉崎さんのほうにお願いしたいと思います。子ども食堂なのですが、収支の

ほうはどうなのですかという質問があります。いかがでしょうか。 

 

【杉崎 氏】 

 私どものところは、まだ月に１回しかできていないのです。あとは夏休みとか冬休みとか

には、特別期間で回数をふやしてやっているという状況です。愛知県の中でもたくさん子供

たちが来るという一番大きな子ども食堂になっているのですが、大体100食から150食をつく

っています。１年間で、食材と消耗品とかで30万円ぐらいかかっています。そのお金は皆さ

んからさまざまなところで寄附をいただいていて、何とかやりくりをしてきた。初めは借金

から始めましたけれども、そのうちにカンパをいろいろなところで訴えたり、あるいはバザ

ーに品物を出したり、いろいろな工夫をして何とかやれるようになっています。以上です。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 子ども食堂にひとり暮らしの高齢者の参加はありますかということで、参加は２種類あり

得ると思うのですが、お食事に来られるか、それとも、手伝いに来られるかというので双方

あると思うのですが、そのあたりはどうでしょうか。 

 

【杉崎 氏】 

 調理にひとり暮らしの方というか、高齢者の方は多いです。元気な高齢者が、高齢者とい

っても私と同じぐらいですけれども、たくさん来てくださる。10人ぐらい来ている人は大体

そういう人が、どちらかといえば高齢者が多い。御飯を食べに来る方は時々ありますけれど

も、夜にやっている。私どものところは平日の夜なのです。夜に高齢者は外に出たくないと

いうことで、民生委員の方たちも夜は連れていきたくないとかおっしゃっているので、土曜

日のランチとか日曜日のランチにやっていらっしゃるところは高齢者が多いのかなと思って

います。あとは高齢者というか、近所の、外国人の方たちが住んでいるようなところにいら

っしゃるような住宅などに住んでいる方は、高齢者の方が外国人の子供たちを連れてくると

か、そのようなこともあります。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 さらに続けまして、行政や学校、つまり、公的なサービスをやっているところとの連携が

まだなかなか難しいとおっしゃいましたけれども、いずれ連携が必要なのではないかという

ことで、どんなことが大切になってくると思いますかというお話が出ています。 

 

【杉崎 氏】 
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 私たちは、本当に私たちがやっていることが必要な子供に届いているだろうかという不安

をすごく持っています。全国、どこの子ども食堂も共通した悩みは、必要な子にこの案内が

届いているかどうかということです。学校で全員に配ってくれたら助かるのにな、みんなに

届くのになと思っていますが、そこは全然連携が、愛知県というか、名古屋市内では難し

く、ハードルが高いです。何度もお願いに行きますが、難しいです。 

 行政のところで言えば、名古屋市の担当者の方たちとは、さまざまなところで御一緒した

りしていますが、これからもっと必要になってくるだろうということで、私たちの子ども食

堂がもっとできてというときに、何が必要なのか、どういう行政の支援が必要なのかという

ことで、要望を出していくということになってくると思うのです。それでネットワークをつ

くり、要望書を出し、行政の担当の方たちとの懇談をする。こういうことを今、始めていま

す。まだまだ子ども食堂ができて２年そこそこのことですから、焦らずにお互いに理解を深

めながらやっていきたいと思っていますが、今、全国的に見ると、すごく予算をつけている

自治体がたくさんになりました。東京でも予算をつけています。運営費を出すとか、開設費

を出すとか、そういう自治体がすごく多くなっていますので、連携はこれからかなと思って

います。 

 

【薬袋 氏】 

ありがとうございます。 

 続いて、竹田さんに質問が来ています。豊明市の取り組みのきっかけとか、旗振り役はど

なたなのでしょうかというお話です。 

 

【竹田 氏】 

 きっかけ、旗振り役は住民さんです。住民さん、上司もいますけれども、本当に地域に飛

び込んで、まずは民生委員さんの仕事を知ったり、老人クラブさんの友愛活動を知ったり、

協同組合のお互いさまの活動を知ったり、民間企業の新しいサービスづくりを知ったり、民

間企業であれば利益を生むことかもしれませんが、それが結果的に市民の方が、例えばちゃ

んと対価を払って、健康づくりができるとか、見守りができるとか、そういうことであれば

豊明市は応援しようということで取り組んでおりますので、旗振り役は特に職場ではいませ

んで、全て住民さんからの対話から生まれてきました。なので、できれば本当にいろいろな

地域住民さんがいるところに出かけることで、最初は何も道具がないものですから本当に怖

かったのですが、住民さんと話をして、信頼関係が生まれてくると本音が出てきます。その

本音をいろいろと理解しながら、信頼関係を築きながら、それを広げていくという結果、今

の事業が拡大していくきっかけとなりました。以上です。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、竹田さんなのですけれども、福祉部門の担当課の方に、消費者行政との連携

の必要性を感じてもらうためのポイントを福祉行政の担当者の方から聞きたいみたいな質問

があるのです。 

 

【竹田 氏】 

 私もきょう、薬袋先生の資料の中に、消費者被害は虐待に類すると。権利擁護事業として

明記されているということを知りました。私どもの地域福祉計画のほうにも明記されている

かどうかを確認させてもらいますし、また、地域ぐるみ、地域共生社会であれば、民間さん
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もいろいろなサービスを展開していくときに、地域づくりとは中小企業さんの力だとか、住

民さんの意識改革だとか、もちろん行政の職員の意識が変わらなければなかなか進みません

ので、できれば中小企業さんを、ネットワークであるとか商工会の力をかりながら、福祉部

局の弱いところ、消費生活担当部局の強みだとか、そういったものをお互いさまの関係で横

連携が生まれてくると、私どもとしてもうれしく思います。以上です。 

【薬袋 氏】 

 やはり権利擁護事業の一つだと言われると、やらざるを得ないなとは思っていただけます

か。 

 

【竹田 氏】 

 大丈夫です。 

 

【薬袋 氏】 

 ちなみに豊明市の地域福祉計画は、私はチェックしてきたのですが、消費者被害という言

葉が入っていたので、これはもうやってくれているということで、非常に安心しています。 

 ちょっと同じような、竹田さんに対する質問なのですが、少し話が変わりまして、宅配業

者との見守り協定は、どういうきっかけでこういうものが始まったのですかということなの

です。 

 

【竹田 氏】 

 宅配業者の方だとか、郵便局の方だとか、そういった方とは、全国的に見守り協定を進め

ようという話がありました。なので、これは先進市町の活動をまねしながら地域に合わせて

協定をさせていただきました。生活協同組合コープあいちさんが個配だとか共同購入だとか

を進めておりましたので、できれば高齢者としましては、ちゃんと目で見て買い物をしたい

というニーズもありましたが、重くて持ち運びが、帰りはなかなか持って帰れないという課

題、依頼を受けましたので、コープあいちさんのほうに話を持ちかけたところ、買い物をし

てくれれば無料で冷蔵も冷凍もその日のうちに宅配しますというサービスが生まれました。 

 こちらとしては、それはいいのかなと。要は、個配、宅配はかなりお金がかかるので、赤

字になるのではないかとすごく心配したのですが、結局買ってくれる方が、持って帰ってき

てくれるなら大量に購入するということがありました。単価が6,000円を超えております。

年末年始だと１万円以上になります。そういった方が、こちらも広報周知をすることによっ

て、買い物難民のところにも話を持っていくと、それならいいわということで、お互いウイ

ン・ウインな関係を築くことができましたので、それもまた一つ出歩くことによって見守り

の一つになるのではないかと感じております。 

 

【薬袋 氏】 

 同じような話なのですが、また違う協力関係の話で、56ページにあります居住学生による

地域活動参加で、すばらしい取り組みだと思っておりますが、働きかけの中心となる方はど

ういう立場の方ですか。学生みずからが行っておられるのですかという質問が来ています

が、どうでしょうか。 

 

【竹田 氏】 

 藤田保健衛生大学はゼミの一環として先生について入っております。これも協定を結んだ

結果、UR側も内装を変えてくれるとか、市側も広報周知だとか、いろいろな面で、あとは自
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治会さんの協力も得ながら始まりましたので、やはり藤田保健衛生大学の先生方。実は先生

も居住することになりまして、自治会の参加、活動の協力が大学としても応援するような形

でできましたので、旗振りとしては、大学のほうが旗振りをするのですが、四者ともに連携

して活動が進んできていると思います。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 次はかなり重要な質問だと思うのですが、竹田さんが異動後も継続できる体制ですかとい

うお話です。 

 

【竹田 氏】 

 私以外に生活支援コーディネーターとして、自分が学んできた、発見してきたものは全て

伝えております。そういった生活支援コーディネーターは、社会福祉協議会に委託した職員

であったり、市での非常勤の職員であったり、かわらない職員がやります。さらに、見守り

のネットワークに類するような会議体をつくるときに、こちらからお願いしてやってもらっ

たことは一度もありませんで、やると決めたところを応援するような形なので、市がいなく

ても勝手に集まって会議をするようなことがあって、何か必要なときに市や社協や包括に頼

むとコーディネートしてくれる。そういった体制づくりを地道に続けておりますので、私

は、別に異動しても問題ない体制にしていければと思います。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 実は「地域で防ごう 消費者被害」を愛知でもやったのですが、札幌でやったときに類似

の問題が出てきて、道の職員の鶴ヶ崎さんという結構スーパー公務員だそうなのですが、あ

の方が、事務局を公務員サイドではなくてネットワークの、公務員ではなくて道の外の人た

ちに担っていただくことができれば、２年で公務員がかわったとしても、事務局自体はその

まま継続ということで、熱心な活動はそのまま継続できる。公務員の転勤とかによって盛り

上がったり盛り下がったりすることは避けることができるのではないかというようなことは

言っておられました。ですが、豊明市さんのほうでは、内部でも共有しておられて、２年で

かわられてもほかの方がまだ残っておられるという状況を恒常的につくっていかれるという

ことですね。 

 

【竹田 氏】 

 ほかの生活支援コーディネーターも、私よりもパワフルなので、大丈夫だと感じておりま

す。そして、事務局というところも連携をさせていただきましたので、連携がとれればいい

なと思います。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 それでは、私も質問を受けておるのですが、１つは、見守りのネットワークと消費生活協

力団体・協力員の関係についてお話ししてくださいということで、私は話を飛ばしてしまっ

たので、ページで言いますと11ページの下の（７）を見ていただきたいということです。 

 （７）の黒点の１つ目、26年の消費者安全法の改正で、安全確保地域協議会という制度を

つくることができるようになりました。つくるメリットは、個人情報の取り扱いを国とかか
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ら取得することができるので、それは下線を引いた２行下の、改正11条の２という条文で、

国とかから市町村とか都道府県の安全確保地域協議会はカモリストをもらうことができま

す。さらには、11条の４の３項で、安全確保地域協議会のメンバーの中から個人情報を取得

することができるという制度になっています。ただ、それをするかどうかは任意という仕組

みになっています。 

 これに対して、消費生活協力団体・消費生活協力員は、改正法11条の７で、こういう方々

に委嘱することができますと書いてあるのですが、必ずしも安全確保地域協議会をつくった

上で、その中に協力団体とか協力員を入れなさいとは書いていないので、別に地域協議会を

つくらずに消費生活協力団体・消費生活協力員を委嘱することができます。 

 両方つくることができて、両方分離することもできるし、さらに、両方をつくったら協力

団体・協力員の全部または一部を安全確保地域協議会に入れることができます。 

 何が言いたいのかというと、先ほどの竹田さんの御報告の宅配業者さんとか、業者さんと

連携しているものが55ページの上のほうにあるではないですか。新聞販売店とか郵便局と

か、電気、ガス、水道、金融機関、スーパー、宅配業者ということで、この人たちを安全確

保地域協議会のメンバーに入れることもできるのですが、それをつくらなくても、消費生活

協力団体・消費生活協力員で委嘱してしまえば、制度的にこの人たちが協力団体・協力員と

いう名のネットワークになってくれる。しかも、そこで何のメリットがあるかというと、研

修をするとかのメリットはあるのですが、それよりも、何よりも重要なのは、個人情報保護

法で生命、身体とかの危険がない場合には、本人の了解か法律の規定がなければ個人情報を

目的外に使えないという条文があるのだけれども、消費者庁に確認したのですが、協力団体

と協力員は市町村に対して情報提供ができるという条文があるので、実は、委嘱された人た

ちは、本人さんの了解なくして、あそこの誰々さんが、何か危ない様子が見えますというこ

とで、消費生活センターに報告ができるのです。 

 もし委嘱していなければ、本来であれば本人さんの同意を得た上でセンターにつなぐ、あ

るいは本人さんが消費生活センターなどに相談したくないと言った場合は、一般的な質問と

して、相談しながら見守りを継続するという方法しかないというふうに法律上言われていた

のです。だけれども、協力団体・協力員という制度を使えば、協議会を設置しようがしまい

が、委嘱することによって事業者のネットワークをそのまま消費者の安全確保のためのネッ

トワークに使えるということで、私自身は、協議会を設置することもお勧めしているのです

が、そのほかに、この協力団体・協力員という制度をもっと積極的に使ってはどうかと。特

に連携協定を結んでいるところには、直ちにでもやったらどうかと。野洲市の担当者の人に

も、もっとこちらを使いましょうというようなこともお話ししたりしています。 

 個人的に、こだわりのあるところなので熱が入ってしまいましたが、ぜひとも皆さん、協

議会をつくるのは大変だと思ったら、連携協定をやっているところは、協力団体・協力員を

使ってみたらどうでしょうか。 

 ちょっと違う話で、消費者市民がシチズンであるということはわかったのだけれども、弁

護士がやるとした法教育ですか、ほかに何がありますかという質問がありました。ちょっと

打ち合わせのときにも話したのですが、法教育で消費者被害を完全には防止できると私は思

っていません。クーリングオフとか取り消し権の制度を知っていることは非常に重要なので

すが、だまされたら被害にどうしても遭うのです。おどす、だますが違法なことの典型です

ね。そのほかに、さまざまなセールストークを使って、本意ではない、例えば飛び込み訪

問、あるいはいきなりの電話、忙しいとき、そうすると、ついつい何かと契約をしてしま

う。だから、クーリングオフという制度があるのですが、それでも、不本意な契約をさせら

れてしまう、あるいは自覚がなくてしてしまうことがあるので、法教育プラスアルファの教
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育がないと、なかなか難しい。ノーベル賞で行動経済学の方がノーベル経済学賞を取りまし

たね。行動経済学とは、いかに人が不合理な決定をするのかという話なので、人間、法律を

知れば全てパーフェクトにいけるかというと全く違います。 

 面倒くさいから、ついついこちらを選択してしまうとか、試供品をもらったとか、親切に

してもらったとか、安い商品を売ってくれたから、あるいは話をゆっくり聞いてくれたから

買ってしまいますとか、そういう選択をしてしまいます。有名な本が幾つかあるのですけれ

ども、そういうことの知識もないと被害は防げないというふうに、被害と言っていいのか微

妙なのですが、不本意な契約も余り、本来の消費者の合理的な選択の自由と行使とはちょっ

と言いがたいので、おどす、だます以外に消費者が不本意な契約をしてしまうことが多々あ

る。そういうときの心理のあり方まで弁護士は話ができないといけないなと。クーリングオ

フができますと習ったからといって、訪問販売の被害に遭わないかというと、そんなことは

ないというような感じです。 

 あとは心理的に断り方を身につけないと、余り訪問販売の悪口を言ってはいけないのです

が、例えばの話ですが、いきなり飛び込み訪問が来ましたと。一生懸命汗をかいて頑張って

おられるセールスマンが来られました。契約を結んでくださいと言われているときに、相手

が求めることをこちらが拒絶するというのは、すごく心理的に負担がかかりますね。さら

に、あれこれ言われて、例えば営業成績がとか、いかにこれがよいのかとか、誰々さんも買

っているとかを言われたら、ついつい不本意な契約をしてしまいがちになる。人間は断る力

がなかなか発揮できない場面があるので、断る力を培っていただきたいということも、特に

高齢者の方々に細かい特定商取引法の何条みたいな話をしても余り意味がないので、こんな

被害例がありますという話と、断るのが結構難しいので、要りませんと言いましょうという

ようなお話をしたりしています。 

 次ですが、ちょっと何個か飛ばしまして、大阪の話です。大阪が安全確保地域協議会をつ

くらない理由はありますかということなのですが、優先順位の関係で大阪府はなかなかつく

ってくれません。愛知県はすぐにつくってくれて、物すごくうらやましいです。だけれど

も、私たちは意見書を出して、見守りネットワークのために貢献していきますと宣言をした

以上は、府がやってくれないのだったら私たちがやるしかない。そのかわり、数年間はやる

けれども、その後は府につくらせようと思って、こそっと横で早くつくってくださいという

ようなことは言ったりしています。市町村では何カ所かつくってくれていたりするのです

が、そのような状況です。 

 続いて、愛知県が見守りネットワークの安全確保地域協議会をつくりました。自治体のほ

うとしては、はっきりここに書いてあることは言わないのだけれども、それなりにプレッシ

ャーがかかっているようではあるのです。頑張ろうと思っておられるのだと思うのですが、

やはり福祉部門との会議を設定するのが大変ですということで、行政内部の壁を低くするの

に有効な取り組みはありますか。また、消費者庁や県が、規模に応じてモデルケースづくり

などに関与するというような対応が必要と思いますがいかがでしょうかということで、消費

者庁は、徳島県でモデルづくりをしておられます。徳島県の全ての市町村に安全確保地域協

議会をつくるということで、徳島県が実証をやっておられるのですが、愛知県でもモデルケ

ースを２、３つくって、安全確保地域協議会の市町村版のことをやることはできると思いま

す。 

 それから、石川県とかが適格消費者団体に依頼をしてマニュアルをつくられました。ネッ

トワークつくり方マニュアルをつくられたので、それを愛知県のほうが参考にして、こうい

うマニュアルをつくりました。県内の何カ所かで今週にやりますみたいなことをやって、消

費者団体や行政やあるいは県レベルの消費者団体も一緒にそこに参加してということをやっ
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てもよいかもしれませんし、ネット東海さんのほうに業務委託をして、石川県とか広島県と

かでやっているのだから、愛知県でできないわけではないというようなことも言えるかもし

れません。それは地域それぞれということであり得るかなと思います。 

 もう私の話はあと１点にしたいと思うのですが、きょうは時間がなくて４つの視点の話が

尻切れになりました。４つの視点がどうかかわるのでしょうか。その視点で、どのように考

えるのか、結論は何でしょうかということで、きょう、私は４つの視点を、ページで言いま

すと12ページの自立の支援、シチズンシップ、地域福祉、SDGsですが、４つの視点に共通す

る何かがあるかというと、私自身は、重なり合いはあるのだけれども共通する何かがあると

は、正直思っていません。 

 自立の支援については自立の支援で大切ですし、シチズンシップも何らか自立の支援とは

関連性があるのだけれども、それはそれ、これはこれかなと。地域福祉は、やはりシチズン

シップと関係しているのだけれども、自立の支援と共通で関連性があるということではなく

て、SDGsは明らかに国連で全世界を挙げてこういう取り組みをしましょうと言っている中

に、やや関連する項目が自立の支援とか市民性とか、地域福祉に関連することがあるという

ことで、正直に言いますと、これはばらばらというか、関連し合いながらばらばらと。SDGs

も17ありますけれども、17ページにありますが、これがどう関連するのかというと、なかな

か盛りだくさんではっきりしないところがあります。 

 ただし、これからの消費者行政において、この４つの視点は、今後の消費者の見守りネッ

トワークあるいはその横のネットワークといいますか、地域でのさまざまなネットワークづ

くりのときに共通して問題になる視点だと思っているので、私の考えは、少しだけきょうお

話ししましたが、私自身も答えが出ているわけではないので、皆さんはいろいろな取り組み

をするときに、この４つの視点を皆さん自身で考えていくということがいいのかなと思って

おりますので、ちょっと中途半端な話で申しわけありません。 

 話を皆さんに戻しまして、それぞれのパネリストの方から、それぞれのパネリストの方に

質問があります。 

 まず、森さんから中庄さんに、相談員さんが中学や高校などで授業をする際に、どのよう

なことを注意しますかという質問があったのです。 

 

【中庄 氏】 

 私の経験で言いますと、中学校や高校での授業や講座は、そんなに数をやったことはない

のですけれども、まず、聞いてもらえなくてもくじけないということだと思います。滑って

も一生懸命やります。 

 実は、高校で、どう見ても全体が聞いていない風だったのです。でも、講座が終わった

後、男子生徒がちょこちょことやって来て、ぼそぼそと相談されたのです。その内容は詳し

く申し上げませんけれども、ぼそぼそと聞いた内容は、私が言ったことを、的を外さずにち

ゃんと聞いていて、そのことの確認だったのです。あれはこんなふうに言っていたけれど

も、こうでいいのだよねという話だったのです。そのときの経験があったので、あとはそれ

から、高校で講座をするときなどは、ちょっと注意深く見ていましたら、どうも若者は態度

と耳は別物という確信を得まして、それ以降は、例えばこんなふうになっていたりしても、

聞いてもらっている。耳はあいているのだというのを思いまして、お話をきちんとするよう

にしていました。 

 あとは中学校で講座をしたときにロールプレーイングをやったのですけれども、そのとき

に先生に協力をしていただいたのです。そうすると、先生が大変お上手なのです。特に悪質

業者などをやっていただくと絶品でして、大変盛り上がって受けて、先ほど森さんの話にも
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あったのですけれども、私の講座としては大変盛り上がって受けたのですが、受けたという

ことの熱気を持続できないというか、それをうまく講座の内容を理解してもらうことにつな

げられなかったというのが反省点でした。余り参考にならないと思いますけれども、そんな

ことです。 

 

【薬袋 氏】 

 中庄さんのほうからも森さんに質問をいただいています。中学生は何に最も興味を持ちま

したか。時間配分は、１こまどのぐらいの時間ですか。 

 

【森 氏】 

 １こまは１時間50分の授業だったのですけれども、中学生は、自分たちがとても身近だな

と思うこととか、理解ができることに関してとても興味があったなと思います。一番手応え

を感じたというか、一番盛り上がってもらえたのは動画だったかなと思って、今の中学生

は、私たちが子供のとき、中学生だったときよりもSNSを日常的に使用していて、そこで今

回、動画で取り扱った事例がSNSだったので、自分たちの身近にあることが動画のような危

険なことに隣り合わせだということにすごく恐怖とか、興味というか、どちらかといえば怖

いというような感想をたくさんいただきました。あとはインターネットのショッピングを、

たくさん中学生でも行っているということがわかったので、そのことに関して、今回、パワ

ーポイントでインターネットショッピングを再現させていただいたのですけれども、工程と

か流れに興味を持ってもらえたかなと思います。以上です。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 インターネットショッピングは29ページの下のほうですね。右下で、クレームを言うのは

クレーマーだけではなくて、正当な権利として言う場合があって、それで改めてくれたら業

者さんがよくなって、お互いウイン・ウインになって、ほかの消費者のメリットにもなる。

ちゃんと対応してくれなかったら相談して、改めさせるか、改めなかったら、ネットでばっ

と言うのはどうかとは思うのですが、SNSで拡散したらいいとは言わないのだけれども、こ

ういう悪い業者がいるので、例えば評価を下げるとか、そういうことで対応するというの

が、市場をよくするという意味での消費者市民社会なのですね。 

 

【森 氏】 

 そうです。 

 

【薬袋 氏】 

 こういうことまでちゃんとやって教育をしておられるのは立派だなと思いました。 

 

【森 氏】 

 ありがとうございます。 

 

【薬袋 氏】 

 今度は中庄さんから竹田さんへの質問なのですが、対象はどのような人を想定しています

かということで、今回の地域共生の取り組みについて、それから、対象と、始めてからどの

ぐらいになりますかということなのです。 
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【竹田 氏】 

 対象は、行政としては豊明市民全員、住民さんというのは、子供から大人まで、高齢者ま

で、さまざま、あるいは民間企業で働いている方も、そこで働いてくれている住民さんとし

て捉えておりますが、福祉部局としましては、児童福祉なら児童の方、社会福祉なら障害の

方、高齢者福祉なら高齢者の方がメーンとなるのですが、それぞれ縦割りでやっていても地

域共生は進んでいかないし「『我が事・丸ごと』地域共生社会」にするためには、やはりそ

れぞれ地域担当がタッグを組んでやっていかなければならないと感じております。なので、

対象はどのような人を想定しているかということなのですが、市民全員というふうに感じて

おります。 

 あとは始めてからどれぐらいになりますかというのは、地域共生社会をというようなこと

でよろしいですか。 

 

【中庄 氏】 

 そうです。 

 

【竹田 氏】 

 地域共生社会に気づいたのがちょうど１年前なのですが、厚生労働省から推進を期待され

ている市町村の地域包括ケアシステムの構築は、３年前、４年前から準備も含めて始まって

おります。地道に何が答えなのかわからないまま地域に飛び込んで、３年たった結果、結果

として地域共生社会というものを一つの言葉としてはっきりと１年前ぐらいから意識し始め

て、それが一つの言葉として腑に落ちたところがありましたので、３、４年前ぐらいから

徐々に見えてきて、１年前ぐらいからはっきりとわかってきたという形です。 

 達成率に関しては、まだ出ておりませんで、とりわけ市内に27の地区、128の町内、2,000

を超える班や組がございます。それぞれに自立しているところは４地区にございます。町内

単位で動いているのが、今、12町内ぐらいなのですが、それぞれ自立に向けて、こちらとし

ては支援を進めていますし、それぞれがいい取り組みだというところで、防災、防犯の取り

組みから、こういった地域共生のしゃべり場をつくろうとか、環境問題の切り口からかもし

れないし、福祉に関することかもしれませんし、消費者問題のことかもしれませんが、地域

共生社会の会議体づくりを推進しておりますので、できれば横連携をしながら、行政の職員

としても進めていきたいところではございます。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 続きまして、中庄さんに私からの質問です。事前に、中庄さんは個人としても地元で消費

者教育というか、被害防止教育とか、そういうことをやっておられると伺ったのですが、そ

れについてちょっとお話しください。 

 

【中庄 氏】 

 こんな大きな会場で発表するほどのことではないのですけれども、前にも申しましたが、

私も長く仕事をしておりまして、定年退職まで、地域でのことは余りやったことがなかった

のです。定年退職をして、地元に帰るというような感覚があって、定年退職の２年ぐらい前

から地元のNPOの活動に参加したり、年齢なものですから、ちょうど高齢者が集まる触れ合

いサロンを、自治区がありまして、その自治区で月に１回ずつやっているのです。そういっ
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たところに、高齢者サロンに入るのは、自分自身としては、ちょっとまだ早いのではないか

と思ったのですけれども、行きまして、いろいろと参加をしてみて、そこで事情を話して市

のほうからグッズだとか配布物をもらいまして、消費生活センターの案内がしたいというこ

とで出向いていって、最初の５分ぐらい話をさせてもらって、消費生活センターができまし

た。 

 消費生活センターはこんなことができます。今、188というダイヤルを回していただきま

すと、消費生活センターにつながりますというようなことを自治区の中で、10カ所ぐらいで

それぞれやるのです。だから、自治区の方が皆さんそこに全部集まるわけではなくて、地元

の方、近くの方が集まってくるところに出向いていってやっています。 

 この出向いていってやるというのは、今まで余り自分では、自分自身が消費生活相談をや

っていることすら周りの方には言っていなかったのですけれども、これは私の先輩の相談員

の方たちが、それぞれ地元でもともとやっていらっしゃることを聞いてはいたのですが、私

自身は余り必要性を感じていなかった。必要性を感じていなかったというよりは、時間的に

余裕がなかったということもあるのですが、初めて地域デビューをしてみて、これは必要な

のだと。顔を見せて、相談員として顔を出して、皆さんに消費生活センターをお伝えするの

も、これも相談員としてはやらなければいけないことだ。これは個人的に私が思ったことな

のですけれども、やらなければいけないことなのだということで、ぼちぼち始めておりま

す。 

 

【薬袋 氏】 

 それは消費者市民としての市民参加の一形態ではないかというふうにも思うのです。 

 

【中庄 氏】 

 そうですね。そんなふうに言っていただけたらありがたいと思います。 

 

【薬袋 氏】 

 続いて、森さんから杉崎さんへの質問です。子ども食堂に大学生がかかわっている事例は

ありますかということなのです。 

 

【杉崎 氏】 

 大学生ですが、本当にいろいろな大学生が来てくれます。特に中京大学の現代社会学部の

成元哲（ソンウォンチョル）教授のゼミ生が40人ぐらいいるのです。子ども食堂を１年間か

かってボランティアに行きながら調査し、レポートするという取り組みをされています。 

 成ゼミの生徒が調べたものが、きょう、皆さん手に取られた方は見られると思いますが、

愛知の子ども食堂マップ、名古屋市の子ども食堂マップになっています。ゼミ生が調査した

ものをもとにつくっています。そういう点で、ゼミ生が、前はいろいろなところへ行ってい

たのですが、ことしは１、２カ所をずっと毎回のように、毎月行きましょうとか、そういう

形で指導されていて、ずっと固定した子が手伝いに来ている。そして、子供と遊んだり、あ

るいは調理を手伝ったり、それから、自分が調べたいことがありますね。どんな子供が参加

しているか、どこから来ているかとか、ボランティアさんはどんな人がいるかという、自分

が課題としている調査をそこでするとか、そういうこともしていますし、多くの学生さんが

来るのは、卒論とかレポートの研究のためにインタビューをしたいとか、実際に見て書きた

いとか、書いたら、また、これはどうでしょうかということで行ったり来たりをしながら参

加してくるというケースがあります。 
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 子ども食堂は、大学生さんは、来ると非常に楽しいということを言っています。わかりや

すくて何か手伝うことがすぐにあるということもあって、大変人気があります。ぜひ若い方

たちに来ていただけるとうれしいと思っています。 

 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 竹田さんに対して私からの質問です。地域共生の取り組みをやっておられて、住民の方に

コミュニティーの一員としての意識とか自覚、意欲とかは高まったりしているというような

ことはありますでしょうか。 

 

【竹田 氏】 

 やはり私、福祉からの切り口で言うと、この方が困っているのだという声を聞いて、で

は、その方の解決に向けてコーディネート、老人クラブの会長さんを呼んだりとか、近所の

キーパーソンを呼んでみたりとか、そうして社協だとか包括だとか、行政だとかも参加し

て、最初は本当に３人とか５人ぐらいから始めていくのですが、話を聞いていくうちに、住

民さんが行政の使い方や社協の使い方、包括の使い方、老人クラブさんとの交流が生まれ

て、徐々に市民の方が、要は、それぞれの役割を理解してくるとやれるようになって、一つ

の課題が解決すると、やれるのだということで徐々に力を持って、そうすると、自分から、

次はこういった課題があるからどうしようかという話をいただいて、では、これをまた地域

の課題として捉えて、会議体が、いろいろな団体さんが、その課題に対して集まってくるよ

うになるようなことを実践していると、その住民さんたちは力を実はつけてきて、自分たち

でやれるのだということを理解してくれると、一番いいなと感じております。 

 

【薬袋 氏】 

 「我が事・丸ごと」でやっていくと、シチズンシップが皆さん強くなっていくということ

ですか。 

 

【竹田 氏】 

 行政も含めて、そうですね。 

 

【薬袋 氏】 

 続きまして、杉崎さんへ私からの質問です。きょうは時間がなくてお話ししませんでした

が、13ページの上の図で、熊谷晋一郎准教授の「自立とは依存先を増やすこと」で、こうい

うことが福祉とか貧困とか、そういう分野で言われたりしているのですが、この点について

どのような認識というか、この言葉は知っておられましたね。 

 

【杉崎 氏】 

 子ども食堂の学習の機会に中京大学の成先生がいつもこの言葉を出されて話されていたの

で、私も何度か耳にしています。言葉は知っています。 

 

【薬袋 氏】 

 どういうふうに思われるか、御感想を。 
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【杉崎 氏】 

 やはり私たちは、一人で生きてはいけないということですね。人間一人では生きていけな

くて、いろいろな人との支え合いや出会いや、いろいろなことがあって初めてちゃんと生き

ていけるのだということを、私は自分の人生70年の中でも感じていますし、そういうことな

のではないかというふうに受けとめています。だから、一人で私はこんなふうに立派になっ

たのだとか、そうではなくて、どんなに立派な人でも、どんな普通の人でも、隣や横やどこ

かに、後ろに支えてくれた人が、助けてくれた人があって、その中で自分たちが意思決定を

し、選択し、人生を歩んできたのだなというふうに、私も感謝しながら思っていますので、

まさにこの熊谷さんの言葉はとてもすばらしいと思って、共感しております。 

 

【薬袋 氏】 

 ということで、消費者の部門では余り知られていない話なのですが、福祉の部門では、こ

の人のこの言葉は物すごくインパクトがあって知られていることなので、消費者の自立のあ

り方を考えるときにも参考にはなるかなと思ったりしています。 

 もう最後、時間がないのですが、58ページの上のほうで、竹田さんのスライドの中にも支

え合いというものが入っているので、やはり相通じるものがあって、共助とか公助を抜きに

しては、自助だけでは自立は考えられないというのが多分、結論なのだろうなと思ったりし

ています。 

 最後に、SDGsについて、森さんから一言お願いします。どんな勉強をしているかとか、ど

ういう認識だとか。 

 

【森 氏】 

 SDGsについては、授業でも少し取り上げてやっているのですけれども、そこまで深いこと

がまだ私たちにできてはいなくて、ただ、持続可能な生産と消費ということで、エシカル消

費ですとか、私たちが目指すべき消費社会の中には、消費者市民社会というものがあって、

みんなでみんなの利益を守るような消費生活をしていくということが、ここの持続可能な消

費とか生産というところにつながってくるのかなと思っております。今回は地域というテー

マでしたので、地域のみんなで消費者トラブルを防ぐことですとか、地産地消を応援してい

くということがSDGsにもつながっていくのではないかと思います。以上です。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 きょう紹介しました日能研の本には、実は椙山女学園中学校の理科の入試問題とかまで載

っていて、本当にわかりやすい本なので、SDGsを消費者の関係の人が、全ての人が全てのこ

とを勉強する必要はないのですが、これで勉強するとすごくよいと私は思いました。 

 もう少しだけ、時間をオーバーしていますが、聞きたいことが漏れていたので、杉崎さん

から森さんへの質問で、はれのひ事件についてどう思いますか。 

 

【森 氏】 

 私も昨年、成人式を行いまして、このような事件に同世代が巻き込まれてしまったという

のは、御本人だけではなくて御家族の方も含めて、本当に大変だったのだろうと思います。

また、今回の加害者は初めて名前が出てきたところで、過去の情報もなかったので、事前に

防ぐということは難しかったのではないかと思っております。 
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 声をかけ合うなどというのも、今回の事例では本当に当てはまりづらいのかなというふう

に思っております。ただ、少なくとも、このような人生のイベントの中で高額な商品を買う

ときとかは、ふだんの契約をする際よりも慎重に、事前にさまざまな情報を収集することが

大切になってくるというふうに思います。以上です。 

 

 

【薬袋 氏】 

 賢い消費者ですね。 

 最後、竹田さんに、杉崎さんからの質問なのですが、本当に必要としている人にサービ

ス、支援が届いていますかと。必要な人は参加してこない傾向への対策は、どのようなこと

をされておられますかというのですが、どうでしょうか。 

 

【竹田 氏】 

 なかなか悩ましいことだと思います。でも、なぜ参加してくれないのかというところで、

必要としている方に届いていないというのは、課題ではなくて、あくまでも現象だなという

ふうに感じます。必要だと感じないのはなぜか、気づかないのはなぜか。広報周知が問題な

のか、例えば魅力を感じないのかもしれません。多様性がないからかもしれません。その人

にとってのニーズに合うのかどうかは市民にとっては勝手なものですから、自分の行きたい

ところ、それが多くサービスというか、多くそういう行ける場所が、ニーズが合うようなサ

ービスがあるならば、非常にいいのかなと思います。 

 あとは参加したいと思うのだけれども、例えば重い腰が上がらない方、面倒な方もいらっ

しゃいますし、交流が苦手な方もいらっしゃるかもしれません。なので、届いていないのが

なぜなのかというところを深く掘り下げる必要があるのかなと思います。 

 できれば必要かもしれない人の心に情報を届かせるために、あらゆる地域の活動を把握す

ることは、行政が対応することが必要ですし、届かせる方がたくさん、チラシだけではなく

て直接渡す人がたくさんいらっしゃればいいかもしれませんし、いろいろな活動を使って来

させるようにしなければいけないし、来られない方の声をちゃんと聞くことも一つ重要かも

しれません。なので、参加してくれないのが、いろいろな理由が絡み合って来られないとい

うのがあると思います。行政サイドなのか、住民側なのか、家族の問題なのかというのがさ

まざまあると思いますので、それは本当に悩ましいことで、高齢者にとっても閉じこもりだ

とか、無関心層の方はなかなか顔が見える関係になってくれないということもありますけれ

ども、それは共通の課題であって、ここはやみくもではなくて、ちゃんと課題と向き合っ

て、一個一個解決していくのが一番いいのかなと思います。 

 

【薬袋 氏】 

 ありがとうございます。 

 いろいろなルートでいろいろなテクニックでアプローチするしかないということですか

ね。 

 あと少しだけ、簡単に質問にお答えしたいと思います。コーディネーターみたいな人がネ

ットワークづくりに必要なのではないかというお話なのですが、もともと基本的にはCSWの

人がそういうコーディネーターを予定していたのかなと思うのですけれども、行政職員の人

がそういうコーディネーター役をしても全然おかしくはないということですね。大阪弁護士

会は、弁護士が安全確保地域協議会のためにコーディネーターのようなことをやっていると

いうような状態です。ですから、CSWもしくは行政の担当者、あるいは民間で先ほどの子ど
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も食堂の場合も、コーディネートしているのは、子ども食堂側の皆さんがコーディネートし

ておられるので、そういうやり方もありということで、誰でもよいかなということは思いま

す。 

 あとは訪問販売お断りステッカーは効果がありましたかということなのですが、効果はあ

ります。ただし、まき方にもよりますし、条例で規制があるところとないところによっても

違いますし、ステッカーの中身によっても違います。弁護士会の名前が入っているものと入

っていないものでは結構違ったりするのですが、愛知県弁護士会がすばらしいステッカーを

つくっておられたりしますので、一度愛知県弁護士会に問い合わせたらいかがかなと思った

りしています。以上です。 

 それでは、皆さん、ありがとうございました。 
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閉会挨拶    愛知県消費者団体連絡会代表幹事 鳥居 由香里 氏          

 

閉会に当たりまして、簡単ではございますが、挨拶をさせていただきます。私は、愛知県消

費者団体連絡会代表幹事を務めております鳥居由香里です。よろしくお願いいたします。 

 まずはもって、皆様、長時間このフォーラムにおつき合いいただきまして、ありがとうご

ざいました。 

 そして、きょう講演をしていただきました講師の方、パネリストの方、本当にいろいろな

報告と問題提起をありがとうございました。 

 この日のために御尽力いただきました事務局の方、御苦労さまでした。 

 本当にきょうの中身はいろいろな問題提起があったと思います。きょうのテーマにもあり

ました安心・安全なまちづくりに向けて、子供から高齢者、皆さんが集える居場所はどんな

ところであるかということで、本当にいろいろな視点で問題提起をしていただきました。皆

様の活動の上で、少しでもこのことがヒントになれば幸いでございます。 

 今の消費状況、社会状況を見ますと、少子高齢化、子供の貧困、高齢者の詐欺、格差社会

と本当に問題が山積みの状況です。こんな中で、消費者教育、啓発は必要になってくると思

います。ぜひ皆さん、一緒になって進めてまいりたいと思いますので、御協力をよろしくお

願いいたします。 

 以上、簡単ですが、挨拶にかえさせていただきます。 

 これをもちまして「地方消費者フォーラム in 中部【愛知】」を閉会とさせていただきま

す。本日は、ありがとうございました。 
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平成29年度地方消費者フォーラムin中部【愛知】 開催報告（速報）
中部
ブロック

【テーマ】
安全・安心な地域づくりをめざして

子どもから高齢者まで、だれもが安心して集うことができる
地域の居場所づくりをすすめるために

【日時】 平成30年２月10日（土）13：00～16：30
【会場】 TKPガーデンシティPREMIUM名駅西口（名古屋市中村区則武１-６-31）

平成30年２月10日、名古屋市のTKPガーデンシティ
PREMIUM名駅西口で「地方消費者フォーラムin中部【愛
知】」が、地方消費者フォーラム（中部ブロック）実行委員
会、消費者庁の主催で開催されました。８回目の開催とな
る今年度は、子どもから高齢者まで、誰もが安心して集う
ことができる地域の居場所づくりをすすめるために、「安
全・安心な地域づくりをめざして」をテーマとして開催されま
した。様々な視点が盛り込まれた講演、多様な団体がパ
ネラーとなったパネルディスカッションが行われ、中部４県
を中心に各地から122名が参加し、安全・安心な地域づくり
を目指す、きっかけの場となりました。

消費者庁審議官
小野 稔

弁護士 大阪弁護士会
薬袋 真司 氏

消費生活相談員
（公社）全国消費生活相談員協会

適格消費者団体
中庄 とみえ 氏

椙山女学園大学３年
森 つくし 氏

あいち子ども食堂ネットワーク共同代表
わいわい子ども食堂運営委員長

杉崎 伊津子 氏

愛知県豊明市 健康福祉部
高齢者福祉課 地域ケア推進係

竹田 哲規 氏

愛知県消費者団体連絡会
代表幹事

鳥居 由香里

パネルディスカッション 第二部
～内容を深めるための質疑コーナー～

講演
『私たちが住みたい地域を考える』

会場の様子

パネルディスカッション 第一部
～パネラーからの報告～

時間 内容

13：00消費者庁挨拶・基調報告
消費者庁審議官 小野 稔

13：20講演
『私たちが住みたい地域を考える』

弁護士 大阪弁護士会 薬袋 真司 氏

14：05パネルディスカッション
＜コーディネーター＞ 弁護士 大阪弁護士会 薬袋 真司 氏

◆第一部◆ ～パネラーからの報告～

『相談現場に必要な支援のしくみ』
公益社団法人全国消費生活相談員協会・適格消費者団体

消費生活相談員 中庄 とみえ 氏

『大学生による消費者教育～中学校での授業実践を中心に～』
椙山女学園大学３年 森 つくし 氏

『人と人とのつながりから安心な地域づくりへ、子ども食堂』
あいち子ども食堂ネットワーク共同代表、わいわい子ども食堂運営委員長

杉崎 伊津子 氏

『豊明市の見守りから生まれる地域共生への取り組みについて』
愛知県豊明市 健康福祉部 高齢者福祉課 地域ケア推進係

竹田 哲規 氏

≪休憩（質問票の回収）≫

◆第二部◆ ～内容を深めるための質疑コーナー～

16：25閉会挨拶

愛知県消費者団体連絡会 代表幹事 鳥居 由香里
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平成 29 年度「地方消費者フォーラム in 中部【愛知】」＜アンケート＞ 

 

本日は「地方消費者フォーラム in 中部【愛知】」にご参加頂き、誠にありがとうございます。 

今後のフォーラム運営の参考にさせて頂きたく、お手数ですがアンケートにご協力をお願い致します。 

ご記入頂きましたアンケートは、「アンケート回収トレイ」にご投函をお願いいたします。 

 

 

（問１）「地方消費者フォーラム」のご参加は、初めてですか？ 

１． 今回初めて参加した    ２．今回で２回目の参加    ３．３回以上参加 

 

（問２）問１で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。過去、フォーラムに参加した結果、その後

の新しい活動・連携やこれまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？ 

（○はひとつ ） 

１．結びついた   ２．結びつかなかった   ３．どちらとも言えない 

４．新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 

 

（問３）問２で「１．」及び「４．」と回答した方 にお願いします。新しい活動・連携や活動内容の充実に

結びついた、又は今後実施する予定の取組みについて、簡単にご紹介下さい。 

 

 

 

 

 

（問４）本日、「地方消費者フォーラム」にご参加いただきまして、特に満足が高かったプログラム に○

を付けて下さい（複数回答可）。併せてその理由もお知らせください。 

 １．消費者庁からの挨拶と報告 ２．薬袋真司氏による講演 ３．パネルディスカッション  

 

 

 

 

（問５）本日のフォーラムには 満足 されましたか。また、次回の地方消費者フォーラムにも 参加したい

ですか。最もお考えに近いものにひとつだけ○を付けて下さい。 

 そ
う
思
う 

 そ
う
は
思

わ
な
い 

フォーラムには全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

次回のフォーラムにも参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

 

 

 

※裏面に続きます。 

＜理由＞ 
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（問６）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて、興味をお持ちの項目を選び、〇をつけて下さ

い（複数回答可）。 

１.消費者教育 ２.高齢者の見守り ３.消費者被害 ４.消費者市民社会 ５.食の安全             

６.適格消費者団体  

７.その他（                                  ） 

 

（問７）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取組もうと思うことがあれば、具体的にご記入下

さい。 

 

 

 

 

 

 

（問８）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待することを自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

◆最後にご自身のことについて差し支えのない範囲で、ご記入願います。該当する番号に○をつけて下さい。 

（回答内容については、今後の「地方消費者フォーラム」運営の参考のため以外には利用しません。） 

性 別：１．男 性    ２．女 性 

年 代：１．20歳未満    ２．20代   ３．30代   ４．40代   ５．50代   ６．60代  

７．70代     ８．80歳以上    

所 属：１．消費者団体関係者   ２．高齢者・障害者（団体）関係者   ３．教育（団体）関係者     

    ４．弁護士、司法書士等の専門家   ５．消費生活相談員    ６．事業者（団体）関係者   

７. 地方自治体    ８．学生    ９.一般   10. その他（              ） 

 

居住地： １．開催地の市     ２．開催地の都道府県内 

    ３．開催地の都道府県以外（都道府県名：           ） 

 

◆その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

ご協力いただきありがとうございました。 
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122 名

84 枚

69 ％

男性 19

女性 58

未回答 7

２０代未満 1

２０代 10

３０代 6

４０代 4

５０代 20

６０代 19

７０代 13

８０歳以上 3

未回答 8

消費者団体関係者 30

高齢者・障害者
（団体）関係者

0

教育（団体）関係者 1

弁護士・司法書士等
の専門家

4

消費生活相談員 16

事業者（団体）関係者 3

地方自治体 11

学生 7

一般 4

その他 2

未回答 7

開催地の市 19

開催地の都道府県 30

開催地の都道府県以外 27

未解答 8

◆性別◆

◆年代◆

◆所属◆

◆居住地◆

総参加者数（資料総配付数）

アンケート回収枚数

アンケート回収率

男性

23%

女性

69%

未回答

8%

２０代未満

1%
２０代

12%

３０代

7%

４０代

5%
５０代

24%

６０代

23%

７０代

15%

８０歳以上

4%

未回答

9%

開催地の市

23%

開催地の都

道府県

36%

開催地の都

道府県以外

32%

未解答

9%

消費者団体関係者

35%

高齢者・障害者

（団体）関係者

0%

教育（団体）関係者

1%

弁護士・司法書士等

の専門家

5%

消費生活相談員

19%

事業者（団体）

関係者

4%

地方自治体

13%

学生

8%

一般

5%

その他

2%

未回答

8%



122 名

84 枚

69 ％

今回初めて
参加した

52 62%

今回で
2回目の
参加

16 19%

3回目以上 16 19%

未回答 0 0%

84 ###

結びついた 10 31%

結びつか
なかった

0 0%

どちらとも
いえない

18 56%

新しい活動や
連携した取組み

を実施する
予定である

1 3%

未回答 3 9%

32 ###

消費者庁からの挨
拶と報告

12 10%

薬袋真司による講
演

45 37%

パネルディスカッ
ション

60 49%

未回答 6 5%

123 ###

総参加者数（資料総配付数

アンケート回収枚数

アンケート回収率

（問1）「地方消費者フォーラムのご参加は、初めてですか？

（問4）本日、「地方消費者フォーラムin中部【愛知】」にご参加いただき
　　　　まして、特に満足が高かったプログラム

　（問2）問1で「２．」「３．」と回答した方にお聞きします。
　過去、フォーラムに参加した結果、その後の新しい活動・連携や
　これまでの活動内容の充実などに結びつきましたか？

今回初めて

参加した, 
62%

今回で

2回目の

参加, 19%

3回目以上, 
19%

未回答, 0%

結びついた, 
31%

結びつか

なかった, 0%
どちらとも

いえない, 
56%

新しい活動や

連携した取組み

を実施する

予定である, 3%

未回答, 9%

消費者庁からの挨拶と

報告, 10%

薬袋真司による講演, 
37%

パネルディス

カッション, 49%

未回答, 5%



5 36

4 37

3 6

2 0

1 0

未回答 5

5 30

4 30

3 17

2 2

1 0

未回答 5

消費者教育 46 28%

高齢者の
見守り

30 18%

消費者被害 26 16%

消費者
市民社会

21 13%

食の安全 21 13%

適格
消費者団体

7 4%

その他 3 2%

未回答 13 8%

167 ###

（問5）本日のフォーラムには満足されましたか

（問5）次回のフォーラムにも参加したいですか

（問6）今後、フォーラムに取り入れたいテーマについて
　　　　興味をお持ちの項目は

5 4 3 2 1 未回答

36 37

6

0 0

5

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

5 4 3 2 1 未回答

30 30

17

2
0

5

そう思う

そうは

思わない

そう思う そうは思わない

消費者教

育, 28%

高齢者の

見守り, 18%

消費者被害, 16%

消費者

市民社会, 
13%

食の安全, 
13%

適格

消費者団

体, 4%

その他, 2%
未回答, 8%



（問3）新しい活動・連携や活動内容の充実に結びついた、又は今後実施する予定の取組みに
ついて

問４　満足が高かったプログラムの理由

＊啓発活動するにあたって、消費者意識をたかめて、更にその力を地域の人達につなげてゆく事が出きる方法等考え

てゆく。

＊結びつきました。今迄以上に消費者市民社会をわかりやすく話していきたいと思います

＊消費者教育実践フォーラムを継続して開催している。

＊情報が解るので有意義です。

＊行政職員へ提案するが、受け入れてくれるか疑問。

＊消費者トラブルの話しなどは活動に結びついたところある。

＊ゼミで活かしていきたいと感じた。

＊いろいろの方のお話が聞けて勉強になります

＊自分の活動の連携をグレードアップすることができました。

＊もっと他の機関との連携が必要だと感じました。

＊・子ども食堂。 ・高齢者食堂のような惣菜作りから始めたい

＊地域の事業者、大学生(消費生活研究サークル)、農協女性部の方々に、中学生に向けて短時間の講座をやってい

ただいた。(その企画、連絡調整をしました)

＊・見守りネットワークへの弁護士会の関わりについて大変参考になりました。

＊特に今、新しい活動や取組み実施の予定はありませんが、生活者(市民)として意識していくべきポイントがたくさんあ

りまず、身近な人に伝えたいと思います。

＊各団体とのつきあいは大切である

＊子ども食堂の運営の大変さが、少し理解出来た。

＊2、今まであまり考えていなかった視点でのとらえ方が学べた 3、それぞれ、皆様の活動に刺激をうけた。

＊具体的にどういう活動を展開してゆくが、ヒントになった。

＊ネットワーク作りの具体的なアプローチのイメージがつかめた。(実現はまだまだ難しいが…)

＊福祉関係者との関わり方、行政への働きがけの具体的手法

＊実際の活動がわかり、どのように取り組むがたいへん参考になった。

＊①各種重要な内容を資料としてまとめ、説明を加えて下さったのは大変役に立った ②行政、団体のネットワーク作りの効

果に期待 ③①相談員、行政の見守り、金融機関はもっと相談窓口につなけてくれるシステムが欲しかった。②学生の体験

の力、効果 ③子供食堂は気づきの受辺、すごい力、と感じた(生きる力がすごい) ④行政が、団体、民間の力をうまく活用さ

れていることが、すごい。

＊実務に携わる人の話は参考になりました。

＊色々な現場で活ヤクされている方の話がそれぞれ聞けたので。

＊国の動きと、自治体の動きが理解を乗た。

＊質疑応答が良かった。

＊いろいろな立場の方の実践の報告が大変参考になった

＊消費者庁からの報告は必要な事と思う。パネルディスカッションはそれぞれに活発に取り組んでいるのかいつかる

＊限られた時間の中で高令者の消ヒ者被害を防しための見守りの大切さを始め、消ヒ者市民社会、SDGSなど巾広い題材

(話題)を紹介いただき、勉強になりました。

＊・み守りネットワーク作りについて、必要性を、すすめ方が良くわかった

＊具体的にどのような裏づけで取り組みができるのが理解できた

＊地域づくりに関して、いかに多くの活動がなられているが知ることができた。またパネルディスカッションも多方面の実例を

紹介いただき大変刺激を受けました

＊見守りネットワークについて色々聞けたので良かった

＊地についた内容の話が聴けて良かったです。自分のコミュニティ活動に生かしていきたいと思います。

＊質問→回答という双方向のやりとりがあったことで疑問を解決でき、満足できた。

＊・地域の現場での具体的な取組みは大変興味深かった。・「子供食堂」のコンセプトはしっかりと理解できた、すばらしい！

＊1、消費者の取り組みと新しい対策について理解することができた 2、消費者の見守りネットワークについて、消費者市民

社会について、現状と今後について理解できた 3、各パネラーの貴重な活動報告は非常に興味深く役に立った

＊2、地域福祉計画に、消費者被害の観点を入れてもらう、とのお話しが参考になりました。

＊ポイントを押えた非常に分りやすい話だった。今後、何に、どのように取り組んでいくとよいかを考える機会となった。各パ

ネリストから提供された情報もとても参考になった。



＊子ども食堂の内容が良かった。ボランティアに行ってみようと思った。

＊さまざまな活動を知ることができた。支援や教育、地域福祉について学ぶことができた

＊住みよい町にしていくのに考えさせられました。

＊勉強できてよかった。

＊老人クラブ等との意見交換(大阪)

＊よくわかる様に聞けてよかったです

＊・「元気シニア」と「3つの消費力」＆「3つの具守り力」について、それぞれ重要性があり、重みがあることが理解できた。 ・

理成社会において『子ども食堂』の重要性について、「現状の貧困は…関係性の貧困である」と言うこと⇒誰にでも第3の展場

所が必要であること！！ ・『「SDGs」とは何か？』の何か理解できました。

＊それぞれの立場からPPにないような発表が聞くことができた

＊各方面の活動の工夫がよてわかり、参考になった。

＊多くの人の支えにより、消費者が守られているのだと改めて思った。また、同時にまだ足りないところがあるのだと思った。

＊大学のゼミの先輩が参加するため、このフォーラムに参加したが、他のみなさんのお話もとても興味深い内容であった。特

に子ども食堂の杉さきさんのお話はとてもおもしろかった。消費者市民として行動を見直もうと考えるきっかけになった。

＊・パネルディスカッション～4人の方々の取り組みがそれぞれ地に根の張った活動であり、広かっている、すばらしいことで

すね。

＊皆さんの実際が聞けてよかったです。

＊・4つの視点(自立支援、市民性、地域福祉、SDGS)について学べた。・声かけ、気づきの場所が永続的に必要。

＊自分の知らない分野の話がさけたのがよかったです。

＊見守りは地域レベルの取組が必要だと思うが地域の上の人(町内会長、自治会長)がいのいてくれないが頑張って説得し

てみたい(先生のお話を参考にして)消費者被害に虐待に類するという考えにナットク

＊消費者支援に関し、各々の立場からの実践事例を伺うことができ有意義でした。

＊一見つながりのない4人のパネラーをコーディネイターがうまくまとめてそれぞれの良さを引き出していた パネルの後半が

様によかった

＊子ども食堂

＊特に子ども食堂の取りくみには興味がありました。

＊③が特におもしろかったです興味深かった。子ども食堂の実践者の方のお話がきけたのか、よかったです。

＊実際にやっていることが具体的にわかった。

＊パネラーの人選が意外、というか消費者庁のテリトリーから若干はみ出している感じ(文科、厚労、総務？)なのが興味深く、

普段きけない話がきけました。消費者庁におかれても、中央に持ち帰ってしっかり横串を刺していただきたいと思います。

＊見守りネットワークの具体的な話をきくことができて、とても参考になった。複類の機関の取組のため、とてもたくさんの視

点からの情報が得られた。

＊安全、安心な地域づくりに、自分がどの様に参加できるのか、協力する機会やあるのかについて理解が深まりました。

＊現場で問題に直面している人の話は説得力がある。

＊実践されていることは自分たちのとりくみにも生かせそうだと思う

＊若者の消費者教育、子ども食堂、市の取組の現状がよく理解できたため。

＊地域福祉計画にも消費者被害のことがもりこまれていることを知ることができたので、よかったです。

＊現場をはなれて、10年以上経っており、法律もいろいろ変わっており、刺激をたくさん受けれて、良いリハビリになりました。

＊豊明市が行政として、型にはまらず柔軟に取組んでいることに敬意を表す。



（問7）フォーラムに参加して、明日からあなた自身が取り組もうと思うこと

＊消費者教育事業の中で、参考にしていきたい。

＊地元の高齢福祉の活動を確認しようと考えている

＊民生委員や老人クラブ会員と連携し、見守りネットワークが構築される様働きがけをしたい。

＊老人クラブ等との協力

＊相談員側も、福祉の領域に詳しくならなければならないと感じました。

＊現在もしているが、引き続き、高齢者の見まわりをしていきたい。

＊悪質商法の啓発劇をしています、これからも皆様に注意しようと思います。

＊消費者としての自覚をする

＊消費者として食ロスをなくすため、スーパーで買い物をするときは消費期限が近づいた物も積極的に購入しようと思う

＊相談員としてできる事はもちろん、普段の気付きを大切にし、できる事を先伸ばしにする事のないよう心したいと思います。

＊資料の供覧

＊消費者団体の構成員なので、これまで以上に行政や他の消費者団体地域事業者などとどう連携していくのか深めていきたい。

＊こども食堂のボランティア

＊今回フォーラムに参加して、今まで知らなかった事、知らなかった活動について知る事ができました。今後更に今回知った事

を深く、広く把握できるように情報収集と勉強をしていく。法律的な内容については、知らない事も多く、今回の内容に関係してい

る法律について勉強を進めたい。

＊子供も高齢者に目を向けること。

＊消費者をよりよい生活にするための取り組みについて調べようと思った。

＊地域の交通についての問題

＊いろいろ勉強できた事、参考にしていかしたいと思います。

＊今の自分の地域に何が一番欠けているのかをチェックしてみようと思いました。

＊家族とのつながりを深くし、多くの人と相談できる環境をつくりたい。

＊少子高齢化により、高齢者の割合が高くなっているため、日頃から高齢者への気配り、などは大切にしていきたいと思う。身

近なトラブルにまきこまれないよう、家族、近所とのつながりも大切にしたい。

＊ある組織を有効に活用すること。これまでも心がけしてきましたが、さらに拡大したいと思います。

＊消費生活相談場でもっと、個人相談から地域の課題につなげているようにしたい。消費生活センターの仕事範囲について、啓

発と連携が必要。

＊休暇の時お話をする時、消費者とか市民社会とかは感心の薄い人に説明するのがむずかしい、もう少しわかり安く具体的に

説明できるやり方を勉強したい

＊・職員への働きかけ ・消費生活講座で元気シニアに見守りを働きかけたい

＊消費者安全確保地域協議会。活動について地元での動きに留意したいと思います。

＊この情報を、まずは、課へ回して、共有したいと思います。勉強になりました。

＊放課後児童クラブ等での消費者教育講座(あそびをまじえて)

＊現在実践している消費者教育を消費者市民教育に昇章すべく教林と授業案の改善に努めたいと思います。

＊消費生活センターについて周知していただく事も大切たと感じました。

＊自分にできることを実行にうつす。

＊情報の共有を職場、他部局、他団体と行えるようにしていきたい。

＊他団体とのつきあい

＊地域を知る。



（問8）消費者問題を取組んでいくにあたり、国や地方自治体に期待すること

＊地方自治体の職員がネットワークの取りまとめをしていただかないとネットワークづくりができないように思うので、期待した

い。

＊市町レベルに理想だけ伝えても、予算やしがらみ等で全く前に進まない。

＊行政と民間団体との連携強化が必要、薬袋先生の活動を参考にしたい。

＊文科省に対して、学校との協力、連携による消費者教育を推進するよう働きかけて頂きたい。

＊国や地方自治体が中心になり、消費者問題を展開していかないと、消費者団体は、先細りである。

＊町内でも挨拶をよくして、人間関係を良くして、話しをする。

＊自分たちの住む身近な地域の自治体で見守りの連絡協議会ができるとよい。(愛知県ではまだないとうかがったため) 国に

対しては様々な消費者問題を解決するために十分な予算を確保し、手厚い行政を願いたい。特に成人年齢引き下げに伴う未

成年者(中高生)に対する消費者教育の充実を期待している。

＊・消費者被害に対して、あっせんが、実際に出来る、拠点センター(毎日開設)の充実(近くて相談できるのも大切だが週1の

相談ではあっせんは難しい)

＊市町村のセンターが本当に必要とする支援は何か、国や県はもっと理解して欲しい。結局、県からの圧力がないと、消セン

機能の、整備、拡大が行なわれない。担当職員に対して、消費者問題の研修を強制受講させるぐらいにしないと、職員の消セ

ンに対する理解が深まらない。

＊「ないものねだりに陥りがち」は目からうろこです。行政の理解が得られないことに気おちしています。あることから始めたと

思います。

＊・地域の自治会組織との連携強化とよりきめ細かな支援。・元気な高齢者の活用をもっともっと進めていただきたい。

＊財源の確保。

＊竹田氏のお話しにもありましたが、行政が中心となり地域内のつながりを作るきっかけにしてほしい。

＊高齢化の問題や子供の貧困化

＊消費者問題を解決するためには、国や自治体、民間の力が必要であると感じた。

＊山間部の為、福祉センターに行きたくとも交通関節によって思う様な行動は出来ない。コミュニティーバスはあるが時間的に

ちょっと。

＊・法規制≠反面、法緩和との関係性について、今一歩、理解できないところがある。

＊適格消費者団体の活動に対して、国からの補助はあってもよいのではと思う。(例えば、国有の事務スペースを貸すなど)

＊少しでも、消費者問題が減り、安全で安心な社会になってほしい。

＊高齢者増加に伴う、自治体の高齢者への呼びかけ、トラブル防止等はもちろん、子供たちへの教育、事故防止啓発も期待

したい。

＊消費者団体が持続可能な支援を願えれば嬉しいです。会員となるきっかけづくり

＊・週4日は良いですが、もうちょっと時間を長くしてほしい。

＊国から地方自治体への予算配分に関して一時的なものとせず、経続的に実施されたい。

＊消費生活協力団体、協力員を作るよう市町村への働きかけを消費者安全確保地域協議会へもっとやってほしい。

＊・わかりやすい時節に合った情報推奨。・継続的な情報提供。・国民、市民への寄り添いの体制。

＊法律で、禁止してほしいことをつくって下さい。たとえば、訪販を禁止するとか、バイナリーオプションを禁止するとかしてくれ

れば起こらない被害はいっぱいあります。

＊市の高齢者、障害者虐待防止キャンペーン会議に消費生活相談員として参加しています、虐待者は次男、被害者は母親。

父親は3年前死亡。家屋や土地の相続は長男(障害者)を見守る条件で次男と母親が受けたのですが次男は「海外宝くじ」に熱

中し、土地はほとんど売ってしまい現在の住居のみになり、母親の受給している年金と、長男の障害年金で生活しています。

「海外宝くじ」にだまされない様、いろいろな資料を市に渡し理解してもらい説得してもらいたいと思っています。

＊消費者団体や消費生活相談員さんと法律専門家の中には、相互に意見交換したいと考えている人も多いと思います。また、

消費者教育については、法律専門家等の講師担当者と教員等教育関係者が教材や授業案をブラッシュアップする必要があり

ます。こうした場におけるコーディネーター役を期待します。

＊国はとかく自助・共助(互助)を前面に出しますが、縁の下の力持ち的にでも、しっかり関わってほしい

＊何もかも自助という考え方をやめてほしい。個人では解決できないことがたくさんあります。

＊豊明市の取組、すばらしいですね。高齢者への声がけは、身内の者がすると、逆効果になる場合(逆切れされたりする…。)

もあるので、消費生活センターなどが入ってくれると、スムーズにいく事も多いと思います。積極的に、高齢者が交流できる場

と提供してほしいです。

＊新しいことに取組むとき、前例・先例がないと進みづらいでしょうが消費者のためにスピーディーに取組んでもらいたい

＊消費者市民社会を分かりやすく伝えるキャッチフレーズを作ってもらいたい。

＊金銭支援

＊消費者センターの充実：サロンともなって欲しい(地域) ：消費者教育のセンターともなれば！



◆このフォーラムについての感想・意見

＊参加して本当に良かった！それが感想です、ありがとうございました。

＊たいへん参考になる内容でした。ありがとうございました。

＊設定時間が長すぎる。

＊今日のフォーラムで国の動き、他自治体の動きがわかり、どの様に消費者行政が進んでいくのが少し見えた

＊学習会みたいで良かった。

＊様々な分野で活躍されているパネリストの話が聞けてよかったです。特に椙山女学園大学の森さんは若い

のにしっかりとした発表が聞いてよかったです。今どき感心な若者だと思います。また豊明市の竹田さんもしっ

かりとしていてよかった。こうした若い人がいることは、これからの日本にとって安心です。豊明市の「ふつうにく

らせる、しあわせ」当たり前のように過ごす日常はとても大切なことで実に重い言葉だと感じました

＊他市町とディスカッション形式で意見交換する場がほしい、その場が一番有益になる。

＊時間厳守お願いします

＊せっかくの良い勉強ですが時間は守っていただいた方が、印象が良いのではと思います。せっかくなので。

＊気付きの受け皿や困ったが言える場所としての子ども食堂の存在という話が心に残りました。

＊皆様の大変いい御意見を聞かせてもらい出席 出来た事うれしく思いました

＊・消費者庁からの挨拶と報告のなかで、国の政策等。消費者行政の動向が理解できました。ありがとうござ

いました。

＊有意義なフォーラムでした。ありがとうございました。

＊次回の開催地は？

＊森さんの大学生が中学校への消費者教育の取り組みは素晴らしく参考になった。

＊今回の発表者のうち、「子ども食堂」が消費者フォーラムともう少し結びつくような導きがあってもよかったか

な。

＊出席者の年齢が若いのにおどろいた。今後が楽しみです。

＊福祉関係の職員がもっと消費者問題の勉強して欲しいと思います。本当に薬袋先生の今日の講演、参考に

なりました。

＊薬袋氏の講演は、たいへんわかりやすく興味深かったが、時間が足りなかった。もっとゆっくりうかがいたい。

＊今年度フォーラム(東北ブロック)(福島)においては、福島県弁護士会に声が掛かりませんでした。ぜひ必ず

地元単位会にお声掛けいただけると幸甚です。託児施設があり利用させていただきました。誠にありがとうござ

いました。

＊学生さんの活動、とてもステキなことだと思います。後輩の人にしっかり引継ぎをして授業のスキルを上げ

て、大人達の見本になる様な活動を期待してます

＊久しぶりに参加しました。文化省は参加されないのでしょうか？(テーマが消費者教育だけではなかったから

でしょうか？)

＊資料が重いです。

＊薬袋先生のコーディネートがとてもよかったです。それぞれのパネラーのよさが出ていたと思います。

＊今後、若者、高齢者、障がい者のトラブルが増加すると予想されますので、企業の倫理ではなく、消費者の

立場での被害回復が行われるべきだし、学校教育での消費者教育が必要だと思います。私達、相談員として、

何ができるか、よく考え、実行したいと思います。
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