
実行委員長挨拶 NPO法人消費者ネットみやざき理事長 塩地 陽介 

 

皆さん、こんにちは。実行委員長の塩地陽介と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

 私は宮崎県のNPO法人消費者ネットみやざきの理事長をし

ております。今回のこの地方消費者フォーラムの実行委員長

もさせていただいております。 

 皆さんの机の上には、この封筒に入った資料と、あとは幾

つかチラシなどが配付されていると思います。その中に、こ

の青い冊子があります。こちらがきょうの資料集になりま

す。初めのほうに、めくっていただいて２枚目のところにな

りますが、プログラムで、時間も書いております。13時から16時まで、３時間の長丁場にな

ります。途中休憩もありますけれども、ぐあいが悪いとか、トイレに立ちたいという場合

は、遠慮なく後ろのほうから出られて体調に気を使いながらこのフォーラムに御参加くださ

い。 

 まず、簡単に、先ほど申し上げました消費者ネットみやざきのお話をしたいと思います。

皆さんの机上にあるものの中に「消費者ネットみやざき入会及び賛助のお誘い」というもの

がございます。こちらがリーフレットになります。消費者ネットみやざきというのは、一昨

年設立されましたNPO法人です。この中にも適格消費者団体の方もいらっしゃいますが、適

格消費者団体を目指すNPO法人として設立しました。宮崎にはまだ適格消費者団体がござい

ませんので、これを目指そうということで、弁護士、司法書士、消費生活相談員、生協さ

ん、たくさんの方に御賛同いただきまして、設立いたしました。まだできたばかり、約２年

というところの団体でして、まだまだ適格消費者団体に向かっていく道は遠いのですけれど

も、これから実績を積みながら進めていきたいと思います。そして、ちょうど今回、この消

費者フォーラムの九州ブロックの開催が宮崎であるということになりましたので、我々NPO

法人消費者ネットみやざきのほうでも、中心となってやりますということで、今回実行委員

会の中で事務局も結成しまして、準備してまいりました。 

 そして、きょうは「地域でみまもろう！ みんなで防ごう消費者被害」というタイトルで

行います。この後、国民生活センターの松本恒雄先生の御講演と、６名の方からリレー報告

をしていただきます。我々消費者の中でも、消費者被害に遭いやすい方というのは、特に単

身の高齢者の方とか、地域で暮らしている障害を持たれている方、こういった方々が被害に

遭われることが多いです。私、ふだん、仕事は弁護士をしておりまして、弁護士として相談

を受ける際にも、高齢の方がそういった被害に遭われて相談に来られることが非常に多いで

す。あと、障害を持たれている方も結構詐欺被害などに遭っていることが多くて、私のとこ

ろに持ち込まれることもありました。消費生活センターなどでも、そういった高齢者や障害

者の方が被害に遭っている件での相談が多くあろうかと思います。 

 高齢者の方といいますと、どうしても認知症のことなどで、徘回であったりとか、生命・

身体の危険というところに目がいくことが非常に多いわけで、それに関する見守りというの

は、これは当然必要なことで、福祉の方を中心に取り組んでいただいていると思います。た
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だ、こういった消費者被害、経済的な被害に遭ってしまうことも非常に多いわけで、そちら

についても、地域で暮らしているお年寄りや障害者の方について、地域で暮らす人がお互い

助け合って見守って防いでいくことが、非常に必要なことだろうと思います。 

 我々弁護士のところに持ち込まれた段階では、大体被害に遭った後になります。被害に遭

った後で被害を取り戻すのは非常に難しい。我々弁護士だからって何でもできるわけではあ

りません。裁判を起こしても判決をとっても、相手がどこにいるかわからなければ取り戻す

ことはできません。あるいは、そもそも相手がどこにいるのかわからない。電話をかけてき

て、そこでレターパックでお金を送ってしまったという被害の場合などですと、被害回復は

およそ不可能という状況になってしまいます。結局消費者被害撲滅のためには、まず、遭わ

ないことなわけです。遭ってしまったら、必死で我々は取り戻そうとするのですけれども、

限界があります。では、防ぐためにどうするか。これは専門家だけにお任せというわけには

いきません。本当に弁護士や警察というだけではなく、地域で暮らす皆さんで、そういった

弱い立場にある人を支えていかなければならないと考えております。 

 きょうの講演とリレー報告の中で、どういった取り組みができるのか。今後宮崎の消費者

被害をなくしていくためにどうすればいいかということを考えるきっかけになればと思って

おります。 

 それでは、長丁場になりますけれども、本日はよろしくお願いいたします。 
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消費者庁からの挨拶と報告   消費者庁審議官 福岡 徹 

 

どうも皆さん、こんにちは。今、御紹介いただきました、消費

者庁審議官をしております、福岡と申します。 

 本日は御多忙の中、この29年度地方消費者フォーラムに御参

加いただきまして、まことにありがとうございます。このフォ

ーラム、消費者庁ができた翌年、平成22年度から行っているも

のでございますが、今回で８回目の開催となりまして、九州を

一巡した状況でございます。 

 この開催に当たりましては、塩地実行委員長を初め、関係の

実行委員の皆様にお世話になっております。改めまして、感謝

申し上げたいと思います。 

 本日、私、20分ほど時間をいただいております。その中で、冒頭なのですけれども、消費

者庁が行っている取り組みということをまず御紹介したいと思います。消費者問題、先ほど

塩地実行委員長の話もありましたけれども、悪質事業者への規制等々、消費者庁でもやって

いるわけですが、それだけではなかなか問題を解決するというわけにはいかないところがご

ざいます。各消費者の方々の力を高めるということをするとともに、地域社会の対応力を高

めていくことが非常に重要な課題かと思っております。そういう意味で、このフォーラム

が、消費者の方々の力、地域の力拡大のために役立てばありがたいと思っております。 

 本日の私の話なのですけれども、お手元に消費者庁配付資料一覧という分厚い資料が、本

冊と別冊を含めて配られております。これを全部御説明いたしますと、とても時間がありま

せんので、本日は５つの点に絞ってお話ししたいと思います。 

 １点目、予算関連なのですけれども、地方消費者行政交付金、これは国から地方自治体の

方々に、消費者行政の予算としてお配りしているものなのですけれども、それの状況の話で

す。 

 ２点目、消費者教育の問題、特に若い方々への教育の問題についてです。 

 ３点目、安全対策、生命・身体事故という意味での安全ですけれども、その対策について

どういうことをやっているのかを御紹介したいと思います。 

 ４点目、食品表示の話、数年来、いろいろな制度を少し変えてきてございます。その内容

を御紹介したいという話です。 

 最後に、直近、足元のトピックの話、この５点のお話をしたいと思います。 

 １点目の予算の話ですね。地方消費者行政強化交付金の話です。消費生活センターのこと

は、皆さん、よく御存じだと思いますけれども、そのバックグラウンドとしての予算の裏づ

けの話であります。ちなみに、消費者庁ですけれども、できて９年目の若い役所なのです

が、予算は約120億円ということになっています。それを30億円ずつぐらいで４つに分かれ

ていまして、一般の行政経費、いろいろ我々が調査したり出張したりする経費ですね。それ

が30億。それから、国民生活センターへの交付金約30億、人件費30億ですが、残りの約30億

が地方消費者行政の交付金、地方自治体にお配りしている予算の話です。 
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 昨年末に、来年度、30年度の政府予算案というものが決定されておりまして、正確に先ほ

どの数字を言いますと、行政経費が31億、国民生活センターへの交付金が33億、地方消費者

行政交付金が24億、人件費31億、人件費は500名の消費者庁の職員のための予算なのですけ

れども、そういったものです。この地方消費者行政交付金は、平成29年度、本年度の30億円

から、24億に少し減っている状況にあります。このことを若干御説明したいというのがこの

テーマの趣旨であります。 

 まず、地方自治体における消費者行政なのですけれども、日本の制度の中では、地方自治

体の自治事務ということで行われております。地方自治体それぞれの課題に応じて、地方自

治体が予算を配分して、人員も配分して、いろいろな各地の行政を行っておられる。その中

で、国が手とり足とり指図するのでなくて、その優先順位は自治体のほうで決めて、行政を

される。そういう仕組みの自治事務ということなのです。 

 その中で、消費者庁、国の機関としては、各自治体のほうに消費者行政のための予算とい

うことで、交付金ということで別途配分してきたわけなのですけれども、消費者庁設立８年

を経まして、一つの区切りのタイミングになってきているということかと思います。これは

当初からそういうお約束のもとでこの交付金を自治体にお渡ししてきたのですけれども、今

後徐々に本来の自治事務の体制のもとで、自治体さんのほうで地方税収入もしくは地方交付

税交付金という仕組みの中で、財源を自治体さんの中で割り当てていただいて、行政を進め

ていただく。そういう時期に来ているということで、自治体の財源確保の取り組みに円滑に

バトンタッチしていくというタイミングになっているかと思います。そういう状況のもと

で、平成30年度予算は、平成29年度と比べて、６億円マイナスの24億円になっている実態が

ございます。 

 この減少の裏では、地方交付税交付金、自治体産の主要な財源ですけれども、その行政事

業の算定の中では、日本国全体ですけれども、270億円の行政事業というものが算定されて

いて、その中で、一方で、日本全国の自治体の消費者予算としては、そのうちの120億円し

か使われていない実態もありますので、自治体さんにはますますの努力をお願いしたいと思

っております。 

 消費者庁としても、自治体さんの中で、消費者行政予算が確実に確保されて、消費生活セ

ンター等々の事業が円滑に進むように、我々としても働きかけていきたいと思っておりま

す。これが１点目の消費者行政交付金の話であります。 

 ２点目、消費者教育、特に若者の教育の話であります。新聞等々で報道されておりますけ

れども、今、民法の成年年齢の引き下げの議論が行われております。中央官庁の中では、法

務省等が中心に議論されております。特に消費者行政との関連で問題になるのは、未成年者

契約の親権者等による取り消し権というものがありますが、その基準となる年齢を20歳から

18歳に下げるということであります。この議論は、選挙権とか国民投票権の年齢が18歳にな

ったこととあわせたもので、議論されているところでございまして、法案の検討は今までず

っと行われてきたのですけれども、今、開かれている通じよう国会に提出されるのではない

か、そういう状況になっているところであります。 

 ちなみに、この未成年者契約取り消し権というのは、消費生活センターでの御相談を承っ

た対応の中では、非常に大きなツールになっている状況であります。特定商取引法のクーリ

ング・オフとか、クレジットカードの支払い停止という手法はあるわけですけれども、それ

と並んで、この未成年者契約の取り消し権は重要なものになっているわけで、消費生活セン

ターの業務にも大きな影響を与える制度であります。 
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 消費者庁の対応としては、そういった民法改正を議論されているのを横目で、早期にでき

ることは進めるという体制で進めております。１つ目は、若者への消費者教育の強化という

ことのテーマなのですけれども、特に18歳の成年化ということで、高校生向けの消費者教育

に力を入れようということで、文部科学省と協力して、高校生向けの教材をつくっておりま

す。その議論の中では、生徒だけではなくて教師用の教材も必要だということでそれもつく

っているところなのですけれども、そういうものをつくっている。本年度はとりあえず徳島

県の全高校、高校生といっても１年生なのですけれども、全１年生に試しで授業をしてみる

といったことをしておりまして、来年度以降、その試行結果を踏まえて、全国各地でやって

いただこうと考えております。こういった面でも、自治体さんにも御相談しながら進めてい

るのですけれども、そういうことをやっております。 

 また、それとあわせて、別途、消費者契約法の改正についても検討を進めているところで

して、社会生活上の経験不足を不当に利用した勧誘行為についての取り消し権というものを

追加する、そういう方向で、今、条文もいろいろと議論しているところなのですけれども、

そういった議論もしております。こういった点で、若者の消費者対応、消費者教育を含めて

ですけれども、いろいろと対策を進めてきているところでございます。ぜひ、御理解とサポ

ートをお願いしたいと思っております。 

 私の話の３点目、安全対策であります。消費者庁が安全対策で何をやっているのかという

ことは、必ずしも伝わりにくいところでもあるのですけれども、まず、事故情報の収集をや

っております。各地、事業者からも事故情報を聞くし、関係行政機関、自治体からも事故情

報を集めて、それを公表する。事故情報データバンクとか、リコールも含めて、リコール情

報サイトというものを持っておりまして、それを公表するということをやっております。た

だ、情報を発表するといっても、数がかなり多いので、サイトを見に来ていただかないと、

なかなか伝わらないところはあります。主要なものというか、ほかの方にも参考になって注

意しなければいけないものについては、再発・拡大防止のための注意喚起というものをやっ

ております。ツイッターを出したり、マスコミの記者を通じての報道などをやっておりま

す。また、本日来ていらっしゃる朝見先生にお世話になっているのですけれども、安全調査

委員会ということで、重要なテーマについては検討を深めて、関係行政機関に意見を出すと

いうことをやっております。 

 もうちょっと詳しく言うと、注意喚起の話なのですけれども、注意喚起は大体３種類あり

ます。１つ目が、消費者の方々がみずからできること、みずから注意するべきことを明確に

伝えるという話であります。これは割と簡単な製品についてのものというのが多いのですけ

れども、使い捨てライターによる事故、残り火で服に火がついたりとか、子供の火遊びの問

題等があります。 

 あと、草刈り機です。刈り払い機とも言われるようですけれども、それによってかなり事

故が起こっている。特に、冬だと雪かき機というものがありますけれども、そういったもの

でかなり事故が起こっている。そういうことについて、注意すべきことは注意してください

と伝えるというところであります。 

 ２つ目のカテゴリーとして、注意するだけではなくて、消費者に対してより安全な製品を

紹介するというところであります。例えば、お子さんの話であれば、ゼロ歳児の赤ちゃんの

寝るとき、就寝時の窒息は起こりやすいですので、ベビーベッドを使うこと。PSCマークで

あるとか、マットのかたさのお話というものを伝えています。また、もうちょっと大きい子

供のお話であれば、ブラインドのひもに首がひっかかって窒息するケースもままありますの
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で、そのジョイントを外れるようにするとか、そういった商品を紹介している。また、電器

製品では、炊飯器とかやかんをひっくり返してやけどをするケースがありますので、そうい

ったものが起きにくいような業界マークのＳマークというものがありますから、そういった

ものを周知するというような注意喚起をしております。 

 また、事業者向けということでは、事業者やサービス事業の施設の管理者ですね。安全対

策をもっとするようにということを関係省庁と連携しながらですけれども、周知している。

こういう３種類の注意喚起をしているところでございます。 

 もう一つの消費者安全調査委員会の話では、過去５年半に12件のレポートを出して、関係

省庁に意見を出してフォローアップするということをやっております。住宅近辺の大型装

置、エレベーターや立体駐車場の話、中小型機器ということでは、ガスの湯沸かし器とか、

ハンドル形電動車椅子の話、身の回りの製品ということでは、子供が医薬品を誤飲してしま

うときの対策であるとか、毛染めの皮膚障害、髪の毛を染める染毛料ですね。それにより皮

膚障害が起こるケース。サービスの話では、プールでの事故とか、体育館での床板で、体に

刺さってしまうような事故が起こっている。そういった事故について、関係省庁に対策の意

見を出している。そういった取り組みをしているところであります。 

 この安全対策は、全国的な側面はありますので、消費生活センターでも話は承っておりま

すけれども、中央省庁での各省の対策が中心になっているところであります。今後とも、こ

れらの対策に力を入れてまいりたいと思っています。 

 ４点目の話が、食品表示の話であります。消費者庁は食品表示法という法律を所管してお

りまして、その中で、近年、その一層の充実、いろいろな制度の制定ということを進めてお

ります。その一つが、加工食品の原料原産地表示という制度であります。これは昨年、平成

29年の９月１日から制度をスタートして、経過措置ということで、５年間を置いて、平成34

年３月31日まで、準備のための猶予期間ということになっております。 

 この話、もう一度確認のために申し上げますと、全ての国産の加工食品について、その中

で一番多い原材料の原産地を表示しなければならないということであります。この食品表示

は、国内の全ての加工食品メーカーが対応するべき制度になっております。政府の対策の中

でよくあるような中小企業は例外とするとか、そういうルールは設けられておりません。中

小企業のための基準などもありません。ということで、各地域の特産食品の製造メーカー、

中小企業の方々も含めて全て対応しなければならない制度であります。 

 消費者庁としても、この制度を円滑に導入していただくように、いろいろな事業者向けの

注意喚起というものを関係省庁と一緒にやっておりますけれども、消費者の方々におかれて

も、この制度の浸透状況を見守っていただいて、また、適切な活用をしていただくように心

がけていただければありがたいと思っています。 

 時間も余りありませんので、直近のトピックを２点ほど申し上げたいと思います。はれの

ひの着物の事故の話と、コインチェックの話であります。 

 はれのひ、本年の成人の日から話があったわけですけれども、御案内のとおり、破産手続

が裁判所のもとで、今、進められているというところであります。消費者庁としては、消費

生活センター「188（いやや！）」に電話することを呼びかけまして、また、二次被害防止

のための注意喚起も行っているところでございます。自治体さんのほうで、特に横浜市、八

王子市さんが中心ですけれども、それぞれ地方公共団体でも被害に遭われた方々のための対

策の取り組みを行っているというところであります。 
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 この状況ですけれども、先週の段階で、このトラブルに遭われた方が、消費生活センター

に寄せられた相談は601件ということで、かなりの数に上っております。消費者庁として

も、関係の自治体さんと連絡をとって、より有効な解決が行われるように努力してまいりた

いと思っております。 

 仮想通貨の話で、コインチェックの話が先週から話題に上っております。仮想通貨につき

ましては、取引上の登録制度というものを昨年の10月から金融庁が設けておりますので、金

融庁が担当になっております。コインチェックに対しては、業務改善命令が先日出されたと

いうことであります。 

 消費者庁からのコメントとしては、仮想通貨につきましては、新しい商品でもあって、い

ろいろな話が飛び交っているというところでもあると思います。また、昨年中は値段がかな

り急激に上がって、本年に入って急激に下がるという状況もあります。実態上、投資商品で

ありますので、金融庁と連携して行った注意喚起においても触れて降ります。仮想通貨を取

引する際にはリスク、サイバーセキュリティーの問題もありますし、価格の急変というリス

クもあります。そういう取引内容を十分に理解して、勉強してから取引をしていただくよう

にお願いするという注意喚起を行っております。 

 この問題、今後ともまたいろいろな話が出てくるかと思います。新しい金融商品ですの

で、今後の金融商品の開発を全てストップするという話ではないかと思っておりますけれど

も、いずれにしろ、取引をされるときには、十分に勉強することが必要になってくる商品で

あるということをお伝えしている商品です。 

 以上、５点ほど申し上げました。本日のこのフォーラムのテーマは「地域でみまもろう！ 

みんなで防ごう消費者被害」ということであります。本日の御参加の皆様方、これから国民

生活センター松本理事長の講演、リレーの話、いろいろあるかと思います。そのお話を参考

にして、地域の連携のもとで、消費者対応を進めていただくことを期待いたしまして、私の

挨拶にしたいと思います。 

 本日はどうもありがとうございました。 
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開催県挨拶       宮崎県総合政策部長 日隈 俊郎 氏 
 

こんにちは。県の総合政策部長の日隈と申します。フォーラム

の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。 

 今、御挨拶いただきました消費者庁の福岡審議官を初め、関

係の皆様が御出席いただく中、このフォーラムが盛大に開催さ

れますこと、まことにお喜び申し上げますとともに、開催県と

しましては、本当に感謝いたしているところでございます。九

州・沖縄の各県からたくさんの方に御参加いただいておりま

す。心より歓迎したいと思います。 

 先ほどから話がありますとおり、消費者行政を取り巻く状況

は、やはりキーワードは高齢者ではないかと考えています。高齢化の進行と高度情報の進

展、この中で、消費者弱者というか、高齢者を狙い撃ちという状況もあるのではないかとい

うことで考えているところでございます。近年の被害の状況を見ますと、どうしても高齢者

に偏っているのかなということではないかと考えています。 

 先ほど話もありましたが、消費者庁からの地方消費者行政推進交付金、こういったものも

活用しながら、地方では広域連携によりまして、市町村相談体制の充実・強化、あるいは、

消費者教育の充実を図っているのですが、重要なのは地域みんなで取り組むことが必要では

ないかと考えています。行政だけではなかなか解決できない、そういう問題は地域全体で考

えていく問題なのかな、課題なのかなと考えているところです。福祉、教育、警察、そうい

った関係部局、そして、消費者団体、あるいは地域で活動される方、そういった方が一堂に

会して、このフォーラムが開催されることは、非常に意義深いことだと考えております。 

 きょうのフォーラムが意義深いものになるということと、そして、皆さん、ここで得たも

のを持ち帰っていただいて、また実践、そして、推進していただければありがたいと考えて

おります。 

 きょうは宮崎の開催なので、少しだけPRをさせていただきたいと思います。先ほど司会の

木佐貫さんからもありましたが、宮崎、きょう非常に寒いのですが、あしたから２月という

ことで、プロ野球のキャンプを初め、サッカーのキャンプとか、非常に多く開催される県で

す。１階のロビーに、実はこういうパンフレットが電話の横に山積みで置いてあります。き

ょうも実は４時までこのフォーラムがあるのですけれども、４時までしっかり聞いていただ

いて、勉強していただいて、議論いただいて、その後、５時半からソフトバンクフォークス

の優勝パレードが、ここから歩いて10分ぐらいのところに目抜き通りがあります。橘通りと

いうのですけれども、私のいる県庁のところから、その橘通りをずっときょうパレードがあ

ります。もしよければ、ちょっと寒いのですが、見ていただくとありがたいと考えていま

す。 

 また、あしたからは、今、申し上げたとおり、プロ野球が７球団、韓国からも１チーム来

ます。そして、サッカーは17チーム宮崎に来ている状況です。お客さんも多いのですが、も

う一つ、宮崎は鹿児島県、大分県とも同じなのですけれども、宮崎牛というお肉が非常にお

いしいです。ことし、肉用牛の部門で、内閣総理大臣賞、全国共進会というのが４年に１回
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あるわけなのですけれども、ここでも内閣総理大臣賞を３回連続いただいたところです。こ

の宮崎牛、そして地鶏、そして、今が旬なのですけれども、完熟キンカン、「たまたま」と

いうのがブランドなのですけれども、直径が15ミリ以上、大きいものなのですが、これをお

買い求めいただくとありがたいと考えています。非常に焼酎もおいしいですし、ぜひ、夜、

また街に繰り出していただくとありがたいと考えております。決して消費者被害を出そうと

いうことで申し上げているものではありません。 

 もう一つだけPRさせてください。先ほど申し上げた宮崎牛、ただの肉ではありません。食

べるのだったら宮崎牛というので、宮崎牛はオレイン酸、オリーブに含まれるオイルです。

これが非常に多い。これは日本一という実証を出しているところです。 

 もう一つ、名産品で安いのですが、ピーマン。これは私もこの前、神奈川、東京と話して

きたのですけれども、日照時間が長いという点もあって、ビタミンＣが全国平均の130％以

上を確保しています。ですから、スーパーで買うのだったら、宮崎産のピーマンをお願いし

たいと、最後に申し上げておきたいと思います。 

 この開会に当たりまして御尽力いただきました実行委員の皆様、関係団体の皆様に心より

感謝申し上げ、また、このフォーラムの成功と、そして、御出席の皆様の御健勝、そして、

帰られてからの御活躍を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきたいと思います。 
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基調講演 

地域でみまもろう！みんなで防ごう消費者被害 

          独立行政法人国民生活センター理事長 松本 恒雄 氏 
 

御紹介にあずかりました、国民生活センターの松本でございま

す。 

 国民生活センターというのは、名前は聞いたことがあると思う

のですけれども、時々誤解されている人がいらっしゃって、例え

ば宮崎県のセンター、宮崎市のセンターがありますが、それの上

部組織であるかのように思っておられる方がいらっしゃるのです

が、そうではございませんで、我々は国の機関であります。各地

の消費生活センターの活動を国の立場から支援するというのが、

国民生活センターの役割ということです。何か困ったことがあれ

ば、「188（いやや！）」にかけましょうということですけれども、188にかけても、もう既

に電話が塞がっているとか、あるいは地元のセンターが相談対応を休んでいる日とか、そう

いうときには、国民生活センターに電話をしてくださるように188の案内が入ります。そう

いうように、地方がやることをお手伝いする、あるいはバックアップをするというのが、

我々の役目でございます。 

 きょうの本題に入ります前に「消費者の弱さ」というのと「弱い消費者」、何か同じよう

な日本語のように思えるわけですけれども、ちょっと違います。消費者一般の弱さというの

と、その中にも特に弱い消費者がいるじゃないかと、２段階になります。消費者一般の弱さ

というのは、これは消費者基本法の中にも書いてありますように、消費者と事業者を比べる

と、交渉力に差があるじゃないか、あるいは情報の量や質に違いがあるじゃないかと。そう

いう格差から、消費者全般に不利益が生じている。これが消費者一般の弱さ。あるいは、生

身の人間である、生きた人間でありますから、しつこく勧誘されると断り切れなくなること

もある、あるいは、傷つきやすい。 

 ところが、消費者の中でも高齢者だとか、あるいは障害者、あるいは子供、あるいは海外

から来られて日本語がよくわからない方とか、さらに、ふだんはどうもないのだけれども、

失業してしまって経済的に大変苦しい立場に陥っている方。それから、先ほどもお話があり

ましたが、成年年齢が引き下げられるということとの関係で、いわゆる若年成年という層で

すね。消費者一般の中でも特に傷つきやすい消費者というのがあります。 

 今の消費者政策は、消費者全般の利益を守るとともに、そういう特に傷つきやすい脆弱な

消費者ということでは、バルネラブルコンシューマーといいますが、そういう弱い消費者を

守っていくというのも、消費者政策の役割の一つになっております。そういう中で、きょう

は高齢者問題に焦点を当てて、少しお話をさせていただきたいと思います。 

 先ほどの話に戻りますと、国民生活センターは、各地の仕事をバックアップしている。バ

ックアップの仕方はいろいろございますが、例えば各地のセンターが相談を受け付ける。そ
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の相談記録を、我々はデータベースの形で管理をしております。相談があれば、相談員の方

がその事件を入力して、それをほかの自治体のセンターでも解決のための参考にできるよう

にできるようにしています。さらに、それが年間九十数万件入力されます。消費者相談とい

うのは、年間90万件以上あるわけです。そういうデータを我々は巨大なデータベースで管理

をしておりまして、分析をして、最近こういう問題が起こっているじゃないかということが

わかると、こういう点に注意しましょうという国民向けの情報提供を、メディアの協力を得

て行う。あるいは、事業者団体に対して、こういう点を何とか対応してほしいという要望を

する。あるいは、政府の各省庁に対して、こういう問題が起こっているから、何とか対応し

ていただきたいという要望をするということをやっております。 

 その一環として、毎年年末12月に、その年の消費者問題に関する10大項目というものを発

表しておりますが、2013年の12月ですから、今からほぼ４年前になりますが、今からほぼ４

年前に高齢消費者トラブルが６年連続で増加、相談全体の３割まで達するという項目を、10

大項目の中のトップとして我々は挙げました。65歳以上を高齢消費者というようにして、

今、65歳で高齢というと問題もありますけれども、65歳以上の消費生活相談というのが、そ

の前の６年間、2008年から毎年毎年連続して増加をしているのだと。2012年と2013年を比べ

ると、1.4倍にふえている。もちろん、日本では高齢者の人口はどんどんふえていますか

ら、その割合で相談がふえても全然不思議ではないのですけれども、それ以上にふえてい

る。高齢者の割合の増加を上回って、高齢者を当事者とする相談。もちろん、家族からの相

談もありますから、トラブルの当事者になったのが高齢者という意味ですが、それが大変ふ

えて、2013年には３割にまで達したということに着目いたしまして、高齢者被害が大変ふえ

ているという警報を鳴らしました。 

 これはグラフで、細かい数字までなかなか読むのは大変ですけれども、10歳刻みで相談の

割合が示されています。件数ではなくて、割合です。一番左の薄紫、これが20歳未満です。

その次が20代、30代、40代、50代、60代、70代となって、一番右端の薄緑が、年齢について

データに入力していないということであります。 

 70歳以上というのが、右から２つ目の赤枠で囲った黄色です。2013年というのが、下から

４つ目で、見てください。一番多いですね。それ以前から比べると、この赤枠で囲った黄色

は割合的にどんどんふえていって、2013年には22.4％に達した。その後もどんどんふえてい

るかというと、そうではなくて、少しへこんで、大体同じ割合ということで、我々は高どま

りと呼んでいます。2013年にピークに達して、その後、高どまりをしているということが、

このデータから非常にはっきりとわかります。 

 では、どういう内容のトラブルなのでしょうかと。どういう契約、どういうものを買って

トラブルに陥っているのでしょうか。あるいは、今の消費者トラブルは買う以外のものもあ

ります。一番右端にジャンルを挙げていますが、真ん中に挙げております架空請求・還付金

詐欺というのは、これは実は取引と無関係の単純な詐欺なのですけれども、それも消費者ト

ラブルとして我々は位置づけておりまして、それ以外のものは、大体契約絡みです。 

 左側「全体」と書いてあります。これは九十数万件全部を分析すると、一番多いのがデジ

タルコンテンツ関係だと。インターネットで何かゲームをするとか、音楽とか、そういう類

いのものです。全体で行くと、その次がアダルト情報サイト、インターネット接続回線、商

品一般というのは、これはどちらかというと詐欺的な商法ということです。賃貸アパート、

健康食品、ローン、サラ金とこう並んでいます。右の70歳以上というところを見ますと、ト

ップは一緒なのです。デジタルコンテンツその他、これはおもしろい傾向なのです。高齢者
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もまたネットを駆使して、ネットでいろいろ生活を楽しんでいる方が大変多いです。昔の高

齢者像とそこが違っているところでありまして、したがって、高齢者についても、インター

ネット絡みの苦情が実は多いのです。我々はこういった高齢者をアクティブシニアと呼んで

います。元気なシニア、青壮年時代と変わらない生活を楽しめる方、これは非常にプラスの

面なのですけれども、ということは、ひっくり返せば、同じようなトラブルにひっかかって

いる方が多いということでありまして、ネット関係、あるいはアダルト情報サイトにひっか

かって、請求が来て困ったとか、そういうものが一定割合あります。 

 他方で、高齢者特有のトラブルがございます。それが右側の一番右端の情報通信より下に

書いてある問題でありまして、健康絡みの相談、健康食品についての相談は、全体、全消費

者相談に比べると上のほうに来ています。全体でいくと６位なのですが、70歳以上の場合は

３番目になります。 

 架空請求・還付金詐欺という、社会保険、払い過ぎだから返しますとか、税金、払い過ぎ

だから返しますとかという、こういうものにひっかかるのも高齢者の方が多くて、少し情報

が余り入ってこなくなって、お金を返してもらえるというと、うれしいわといって行くので

すが、実は返してもらっているのではなくて、自分の預金口座から逆に相手のところに振り

込まされているケースがございまして、一定のお金がある、詐欺にひっかかるぐらいのお金

がある。しかし、情報が十分でなくて警戒心がなくなっているというところにつけ込まれて

いる。健康はもちろん、高齢になると誰でも不安を持ちます。 

 それから、４つ目に金融保険というものがありますが、やはりお金関係です。老後の生

活、ちゃんとやっていけるのだろうか、今や90代まで生き残る可能性があるから、そこまで

見越して預金を持っていないと、老後破産だぞとか、そういうおどしがきいてきて、そうす

ると、老後の資金をつくらなきゃならないということで、いろいろ投資勧誘をされたりとい

うことがあります。住まいの問題も、高齢者の場合、かなりあるようです。そういった特徴

が高齢者の相談に見られます。 

 そういう高齢者に多い相談のタイプ、高齢者がトラブルに遭いやすい取引のタイプの背後

にあるのが、全ての高齢者がという意味ではないですが、多くの高齢者に共通の不安と力の

衰え、この２つだと思います。一つは、高齢者の３大不安と言われているものがあります。

これはすぐわかりますね。老後の生活をやっていくお金の問題。それから、健康で過ごせる

だろうかという健康の問題。それから、お金があって健康であっても、ひとりぼっちでは寂

しいです。孤独の問題。家族がいればまだいいわけですけれども、家族がいない、あるいは

配偶者に先立たれて、ひとり暮らしをしているというような方にとって、ひとりぼっちの寂

しさというものがあります。 

 高齢者を狙う悪質商法は、この不安につけ込む形でやってくるということがあるわけで

す。もうかりますよということで、お金を投資させる。あるいは、これはとても健康にいい

ですよ、経験者がこんなことを言っていますよということで買わせる。さらに、頻繁に訪問

してあげて、話を聞いてあげて、どこかに連れていってあげて、ついでに高いものを買わせ

る。こういうやり方ですね。そういう次々販売というものがありまして、次から次から健康

にいい商品を買わせられる。羽毛布団が山ほどあって、全然使っていないというようなケー

スもございます。これは結局、そういうように話を聞いてもらえる、話をしてもらえるとい

うことで、ついつい買ってしまう。さらに、その判断力の衰えが両方重なってくるというこ

とです。 
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 その不安にプラスして、２つ目の大きな問題点が、いろいろな力が高齢になると衰えてい

くということでありまして、体力が衰える。これは健康の問題とも裏腹です。それから、知

力が衰える。頭の回転が少し遅くなってくる。もっと遅くなると、認知症とかということに

なるのかもしれませんし、判断力の前提となる情報が入ってこなくなるということも、判断

力の衰えを、肉体的な衰えに加えて、情報も入ってこなくなるということで、トータルの力

が落ちてくる。 

 さらに、私は重要だと思うのが、断る力が衰えてくる場合もかなりあるんじゃないか。日

本人の場合は、もともと断ってはいけない文化というものがあって、礼儀正しいです。勧誘

の電話がかかってきて、私などははい、御苦労さん、ガチャンとやるのですけれども、私の

妻などは上品な家庭で育ったので、なかなか電話を切らないのですね。自分のほうから先に

切るのは失礼だというような教育を受けているから、幾らしつこい勧誘電話で買う気がなく

てもなかなか切らないということが一般的に日本人はあるのですけれども、さらに、嫌だと

言えない、嫌だと言う力が一層衰えていくということがあるのではないかと思います。 

 他方で、先ほど言いましたけれども、若い人とほとんど変わらない高齢者も一方でふえて

いる。両面ございます。東京都が2014年に老人クラブにアンケート調査を行いました。東京

都下の老人クラブです。悪質商法の被害の経験を聞いたところ、被害に遭ったことがあると

いうのが、5.7％、被害には遭わなかったけれども、勧誘されたことがあるというのが、約

３割です。それでは、被害に遭った人について、その後、どうしましたかという質問をしま

したところ、何もしなかったというのが約半数なのです。家族や知人に相談したのが27％、

消費生活センターとか弁護士とか、そういう専門家に相談したというのが１割弱ということ

で、半分ぐらいの人が何もしていないのです。結局諦めている。 

 何で何もしなかったのですかと聞くと、自分にも責任があると思ったからという人が

62％、約３分の２が、だまされた自分も悪いと考えて、何もしなかったというのです。これ

は日本人の礼儀正しさの一面かもしれない。だまされた自分にも落ち度があると。しかし、

だますほうが圧倒的に悪いわけです。何で消費生活センター等に相談しなかったのですかと

聞くと、相談しても仕方がないと思ったからというのが３分の１ありまして、ここは自治体

等がもっと宣伝をして、消費生活センターに相談しましょう、全てうまく解決できるという

わけではないけれども、仕方がないということではありませんという決定をしなければなら

ないと思います。だまされた自分も悪いのだと、自分を責めない。あるいは、家族としてそ

の本人を責めないで、だまされたのももちろん落ち度なのだけれども、人間、だまされるの

は当たり前なのだと。だまされない人間は人間じゃないのだというぐらいの観点から、その

人間の弱みにつけ込んでだますやつのほうが圧倒的に悪いのだという観点から、消費者行

政、我々は行っています。 

 安倍総理が毎年１月の国会の冒頭で、施政方針演説というものを行います。ことしの施政

方針演説はもう終わりましたが、そこでは、高齢者の問題は取り上げられていなくて、むし

ろ成年年齢引き下げとの関係で、消費者教育の問題などが取り上げられたと思いますが、

2014年の施政方針演説と、2017年の施政方針演説では、高齢者被害の問題が特出しして取り

上げられました。特に2017年１月、昨年の施政方針演説では、お年寄りなどを狙った悪質業

者が後を絶ちません。被害者の救済を消費者団体がかわって求める新しい訴訟制度が昨年ス

タートしました。これを国民生活センターがバックアップする仕組みを整え、より迅速な救

済を目指しますということで、総理大臣の施政方針演説に、初めて国民生活センターという

名前が登場したというのが、昨年でございました。 
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 高齢者に着目した法律、あるいは、高齢消費者に着目した法律が少しずつふえてきていま

す。95年、今から25年ほど前に高齢社会対策基本法というものができていますが、ここでは

高齢者の交通の安全、それから、高齢者を犯罪の被害、災害等から保護するという観点であ

りまして、消費者被害というよりは、もうちょっと警察マターのような事柄が挙がっていま

す。それが10年後の2005年に、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する

法律と、ちょっと長い名前ですけれども、この中では、高齢者の財産被害の問題が取り上げ

られておりまして、赤字で書いておりますが、不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行

う取引による高齢者の被害について、いろいろ対応するのだということが書かれておりまし

て、これはまさに高齢者の消費者被害の問題を正面から見ているということが言えます。 

 高齢消費者を保護するためには、４つぐらいのやり方があります。１つ目は、被害が実際

に生じた場合に相談に乗り、救済をするということで、消費生活センターとか弁護士とかが

行っていることです。 

 ２つ目が、被害が起きる前にそれを起きないようにするほうが重要ではないかということ

で、被害を引き起こしそうな事業者に、それをやめてもらう、そういうことをやらないよう

にしてもらうというやり方です。事業者に不当なことをさせないというやり方です。 

 ３つ目が、今度は被害を受けないように、高齢者から自分を守れるようにするという、高

齢者の教育とか啓発です。ただ、若い人などと違って、高齢者の場合には、啓発とか教育と

か、情報提供といっても、体力の衰え、認知能力の衰え等の中で、限界があります。高齢者

に対して賢い消費者になれと言って、あなたは賢くないからだまされて当たり前だ、そんな

ことは通らないわけです。 

 そこで、最後に被害を受けるおそれのある高齢者を周りが積極的に、お節介をしながらで

も守っていく。自分で自分を守れない消費者に対しては、周りが守ってあげるという手段を

とらなければならないということになります。 

 被害の救済という点ですが、例えば成年後見制度というものが大分前から日本で導入され

ておりまして、判断力がなくなった高齢者に、成年後見人というものを立てて、財産を守っ

てあげるという制度がありますが、これはなかなか手続が重いということが一つあります

し、他方で、成年後見人になった人が、その高齢者の財産を自分のものにしてしまうという

ような問題もございました。 

 それから、民法では、意思無能力というちょっと難しい概念ですけれども、契約をしたの

だけれども、この人は何もわかっていなかったのだという、契約する能力がなかったのだと

いうことを証明すれば、契約は無効になるのですけれども、なかなかこれは難しいです。過

去にさかのぼって、その契約のときにこういう状態だったのだということを証明するのはな

かなか難しいところであります。 

 そこで、もう少し定型的に守っていけるものとして、例えば特定商取引法の中に、過量販

売の場合に解除できる、あるいは、消費者契約法でも過量契約については取り消せるとい

う、次々販売で同じようなものをいっぱい買わされたという場合に救済する制度が入りまし

たけれども、非常に限定的です。 

 その他、消費者一般の救済法理、いろいろありますが、必ずしもまだ十分ではないところ

があります。 

 したがって、生じてしまった後救済するというのは、限界があるということがございま

す。そこで、事前にそれを抑止するという方法が重要になってきます。特定商取引法の中に

は、老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契約または役務提供契約を
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締結させることについて、主務大臣、消費者庁の主務大臣は総理大臣ですが、その指示対象

行為として、これこれこういうことをしたら、指示対象行為だから、政府として一言介入す

るぞと言うことができるのですけれども、余り活用されているとは言えません。 

 特に、高齢者の場合に、自宅で一人でいるケースが多いので、訪問販売やあるいは電話勧

誘販売の格好のターゲットになりやすいということがあります。逆に、先ほど審議官から話

がありました、仮想通貨の投資をがんがんやっている高齢者も一部いると思いますけれど

も、大部分の高齢者は受け身で消費者被害に遭います。そこで、訪問販売をとめればいいん

じゃないか、電話勧誘をとめれば大分防げるんじゃないかということで、日本でも自治体に

よっては、訪問販売お断りシールというものを住民に配布して、これを玄関に張っておきな

さいというような指導をしているところもありますが、訪問販売お断りシールが張ってあっ

たのに勧誘員が来て契約をした場合に、契約が取り消せるかとか、解除できるかというと、

そこまではいかない。一応、お札として一定の意味はある。自治体によっては、その後、事

業者名公表等につなげることもできますけれども、契約上の救済には即つながらないという

ことがあります。 

 他方で、迷惑電話対策のために、録音機能がついたような電話を配付している自治体もあ

って、これは相当効果があると聞いております。悪質業者としては、記録が残るというのは

一番嫌がりますから、この電話は録音されていますと言うと、ガチャンと切ります。そうい

う意味では、悪質な契約の未然防止には大変役立っています。 

 これは実はイギリスのシールなのですけれども、おもしろいのは、訪問販売お断りシール

もあるのですけれども、そうではなくて、これはNominated Neighborというシールなので

す。「I DO NOT recognize you !」、私はあなたを知りませんと。どうぞ私のNominated 

Neighbor、私の指名隣人ですね。私が指名した私の見守りをやってくれる近所の方、誰々さ

んのところに行って、２人で私のところに来てくださいと、こう書いてあるのです。それに

もかかわらず、あなたが１人で我が家に入ってきて勧誘する場合は、私は警察に連絡します

と下に書いてあります。一番右下のシールのような丸いものがありますね。これは全然読め

ないですけれども、警察なのです。その地方の警察のマークなので、警察がこれを配ってい

ます。だから、警察がバックにあって、見守り隣人と一緒に勧誘を受けるのならば私はいい

ですと。一切勧誘を受けませんというと、日本でもちょっと角が立つところもあるので、御

近所の誰々さんと一緒に来てくださいというのは、これは大変おもしろいアイデアだと思い

ます。 

 また、国によっては、高齢者相手に悪いことをやると、刑事罰が重くなる。アメリカの幾

つかの州の法律は、高齢者向けの詐欺の罰則が、高齢者ではない人をだました場合より重い

のです。日本の場合は、裁量の幅があるので、結果としてはそうなることもあるのですけれ

ども、表立ってそうはなっていない。アメリカの場合、高齢者詐欺は10月だと、こうなって

いるわけです。 

 経済的な制裁ですが、日本でも景品表示法に課徴金制度が一昨年の４月から導入されまし

たが、まだまだ金額がそんなに高額なものではないので、不当なことをやった場合の抑止効

果として、どの程度きくかというのは注意していかなければならないと思います。これも国

によって、経済的な制裁を大変重くしているところがあります。実際の売上金よりももっと

罰金とか制裁金の額のほうが高い国、アメリカとかヨーロッパは平気でやります。 

17



 次に、高齢者への消費者教育ですが、消費者教育推進法の中に、幼児期から高齢期までの

各段階に応じて体系的に行ってくださいという規定があります。高齢者向けの消費者教育と

いうものもやってください、工夫をしてやってくださいと。 

 それから、地域における消費者教育の推進の中で、高齢者、障害者に対する消費者教育と

いうものが強調されております。さらに、高齢者、障害者等を支援する人向けの消費者教育

も必要だと。国民生活センターでは、高齢者、障害者に対する直接の消費者教育は行ってい

ませんけれども、その周辺の方々向けの消費者教育の研修というものを、何回も定期的に行

っております。 

 それから、高齢者見守りネットワークという、教育をしてみずから消費者に守ってもら

う。それがうまくいけばいいわけですけれども、それだけではうまくいかないような高齢者

がふえている中で、積極的なお節介を地域でやっていこうと。単に、任意の組織、御近所の

厚意で何かというのも、それは当然重要なのだけれども、それにもう少し法律的な位置づけ

を与えて、さまざまな情報なども共有できるようにしようというのが、消費者安全地域協議

会という制度で、消費者安全法の中に入っています。自治体や警察、相談員だとか病院だと

か、教育機関、そういうものが入って、いろいろな角度から消費者の見守りをしていこう

と。 

 情報が共有できるというのが一番大きなポイントでありまして、個人情報を第三者に提供

するというのは、非常にハードルが高いのですけれども、この消費者安全地域協議会という

法律上の仕組みをつくったところには、例えば国民生活センターは、我々のところに直接か

かってきた相談情報は、我々自身が管理をしておりまして、その地域の方、地域の誰々さん

というように指定していただくと、その方に関する相談情報というものを、その消費者安全

地域協議会という法律上の組織であれば、提供できるというのが、この消費者安全法で認め

られていますので、そのネットワークをつくって、見守りをしている方々が、この高齢者の

方は、過去、こういう被害に遭って、消費生活センター、あるいは国民生活センターに相談

されているということがわかるわけです。そうすると、こういう形で過去、ひっかかったこ

とがあるのだから、その点、注意して見守ってあげていこうというように使えるということ

があります。 

 現在、私は綱引き状態にあると見ています。２つのネットワークの綱引き状態だと。一つ

は、悪質商法ネットワークというものです。最近すごく多い消費者被害に、原野商法の二次

被害というものがございまして、今から20年、30年ぐらい前に、不動産がどんどん上がって

いたころですね。ほとんど価値のない山林・原野を、いかにも価値があるように見せかけ

て、どんどん値上がりするかのように見せかけて買わせるという商法がありました。相当高

い値段で買わせる。しかし、価値はほとんどない。その後も価値は全然上がっていないわけ

ですけれども、最近、そういう人相手に、あの土地を欲しいという人がいるとか、あるい

は、リゾート開発が動き出したとか、そういう電話をかけてきて、売れますよというよう

に、ちょっと食い気をそそって、我が社が間に入りますと。しかし、その間までのつなぎに

別のこっちを買ってくださいとかと言って、結局はもう一つ別の原野を買わせるという商法

が随分ふえています。国民生活センターで、最近注意喚起情報を出しましたが、これははっ

きり言って、最初の被害者のリストが出回っているというところが一つはあります。もう一

つは、不動産登記簿を見れば、名前が書いてあるので、わかるというのと両面ございます

が、カモリストというものが結構流通しているということです。 
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 それから、悪質商法の人材がどんどん流動化して、移転をしているということ、さらに、

高齢者の友人が悪質業者の手口に無意識に加担をして、勧誘の片棒を担いでいる。マルチ商

法というものはまさにこれの典型ですが、そういうように、悪質商法ネットワークの中に高

齢者が組み込まれてしまっているという問題もあります。 

 他方で、見守りのネットワーク、見守っていこうという側も少しずつ体制をつくってきて

いるということですが、まだまだ今のところ、悪質商法側のほうが押しぎみだということが

言えます。 

 滋賀県の野洲市という市がありまして、ここが大変ユニークな条例をつくりました。2016

年に、くらし支えあい条例というもので、中身の中心は、訪問販売業者を登録させる。野洲

市で訪問販売したい業者は登録を義務づけまして、約１年で550事業者が登録をしたそうで

す。訪問販売お断りのシールも配布しています。 

 条例の中に、近江商人の「三方よし」の精神でこの条例をつくって運用するのだと書いて

あるのですが、これは大変ユニークです。「三方よし」というのは、商人の自分もよし、相

手もよし、世間もよしという、この条例は事業者の不利益のもとに消費者を守るのではなく

て、事業者にとってもプラスになるのだということを強調しているのが大変ユニークで、消

費者安全確保地域協議会の全国の第１号という、はえある指定も受けています。 

 もう一つ、三重県伊賀市という、昔の伊賀の国の伊賀上野が今、伊賀市ということになっ

ているのですが、伊賀市の社会福祉協議会が中心になって、悪徳商法撲滅に取り組んでいる

と。「いが悪徳バスターズ」というチームを、市民の中からつくったらしいのです。被害を

受けた高齢者が、今度は悪徳商法退治の側に回って活躍している例がたくさんあるというこ

とが紹介されていて、これも大変ユニークな試みだと思います。 

 悪徳商法、悪質商法以外にも、高齢消費者問題というのは実はあります。例えば、一番上

に挙げていますが、高齢消費者の基本的需要が満たされる権利というものが、必ずしも守ら

れていないのではないかというものです。悪質商法から守る、これはわかりやすいのです

が、高齢者が生活しやすい状況になっているか、必要なものが手に入るようになっているか

という観点から見ると、不十分なところがあるじゃないか。例えば、使いにくい製品が多い

じゃないかと。これはユニバーサル・デザインの話になりますし、単身高齢者が民間賃貸住

宅へ入居しようと思うと拒否されるというような問題もあります。だから、弱いところにつ

け込む悪質商法をたたくというのと、ちょっとベクトル、方向は逆になるのですけれども、

高齢者がいろいろハンディーを抱えながら、暮らしやすい状況をつくっていくという観点か

らの政策もとっていかなければならないのだろうと思います。 

 最後に、アメリカの一番強い消費者団体は何かというと、高齢者団体なのです。全米退職

者協会というAARPという3,700万人の会員がいるというのです。政治力も物すごくあるので

すが、ここは高齢者団体であるとともに、高齢者生協の役割を果たしているらしいです。生

協でもあるというのですね。ですから、日本でも、先日も私は連合の新年会に出て、連合の

中にも退職者中心の組織が、今、つくられているということを知りまして、ぜひアメリカの

ように頑張ってくださいということを言ってまいりました。 

 ということで、私のお話は終わらせていただきますけれども、ここに犬が写っています

ね。これは国民生活センターのゆるキャラの一つでございまして、高齢者の見守りをする見

守るくんというわんちゃんでありまして、高齢者関係のさまざまな資料で活躍をしておりま

す。 

 以上で私の講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。 
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リレー報告①      

宮崎県消費生活センター所長 村上 悦子 氏 
 

皆さん、こんにちは。宮崎県消費生活センターの所長をしておりま

す、村上と申します。本日はリレー報告の第１走ということでお時間

をいただきましたので、宮崎県消費生活センターの相談及び啓発の概

要について、御報告をさせていただきます。 

 大きくは、県内の相談窓口の状況、センターの相談状況、啓発の取

り組み状況の３点について、御報告いたします。お手元の資料は19ペ

ージからになります。前のパワーポイントには、皆様のお手元の資料

の中の表やグラフを移しますので、両方ごらんいただければと思いま

す。 

 まず、県内の相談状況についてです。県のセンターは、宮崎市にあります宮崎県消費生活

センターと、県西の都城市にあります都城支所、県北の延岡市にあります延岡支所の３セン

ターで業務を行っております。所掌事務のうち、相談及び苦情処理につきましては、相談員

合計12名の相談員と、相談担当の職員で担当しております。また、本件の特徴なのですけれ

ども、出前講座やセミナー等の啓発は、相談員とは別に４名の啓発員と、啓発担当の職員で

行っております。 

 次のページをごらんください。市町村の相談窓口につきましては、宮崎県には９市14町３

村の26の自治体がありますが、これまで消費生活相談員が配置されていない市町村が多かっ

たため、住民に身近なところで十分な相談を受けることができておりませんでした。 

 昨年の４月から、地図を色分けしておりますが、この７地域でそれぞれ市町村が協定等を

結びまして、共同で消費生活相談員を配置して、広域で相談を受ける体制が整ったところで

す。 

 次に、相談の状況について御説明いたします。相談件数ですけれども、平成16年度が１万

7,838件と、過去最高でありましたが、17年度以降は減少傾向にあります。昨年度は7,300件

となっております。16年度ははがきによる架空請求に関する相談が急激にふえた年でありま

して、その後は、その架空請求が減少したことや、平成22年６月に改正貸金業法が完全施行

となり、総量規制等が行われたことによりまして、多重債務に関する相談が減ったというの

が、一つの要因と考えております。 

 また、平成20年度から、市や町の相談体制も整ってまいりまして、そのほか、事業者を含

めたさまざまな相談窓口が設けられてきたことも、減っている要因の一つと考えておりま

す。ちなみに、市町村の相談件数は、28年度は約4,000件と、県全体では約１万1,000件の相

談をいただいております。 

 次の苦情相談の主な特徴ですが、先ほどの松本理事長の講演でもございましたように、一

番最も多いのは、放送・コンテンツ等に関する相談で、携帯電話やスマートフォン、パソコ
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ン等でのアダルトサイト等を経由したワンクリック請求や利用した覚えのない情報サイト料

金の不当な請求などが最も多くなっております。 

 ２番目は、レンタル・リース・貸借に関する相談で、アパートや借家の退去時の敷金や保

証金のトラブル。 

 ３番目、インターネット通信サービスに関する相談で、光ファイバー等のインターネット

接続回線の契約のトラブルなどが多くなっております。 

 過去５年間を見ますと、一番向こうが28年度ですけれども、放送・コンテンツ等が１位と

ずっと変わっておりませんが、件数は徐々にふえてきております。また、インターネット通

信サービスに関する相談は、５年前は８位でしたけれども、昨年度は３位と、件数も順位も

上がってきております。一方、融資サービスに関する相談は、徐々に減ってきております。 

 これらの区分は、国民生活センターと全国の消費生活センターをオンラインで結んでいる

全国消費生活情報ネットワーク、いわゆるPIO-NETで用いられているものですが、分類は同

じ放送・コンテンツ等に関するものであっても、その内容はどんどん変わってきておりまし

て、最近は相談者自身も、どこと契約をしているのか、どういう内容の契約なのかがわから

ないような複雑・多様化している相談内容を、一つ一つひもときながら解決に導いていくと

いう、先ほどの相談件数ではあらわせない労力と時間の必要性を感じております。 

 次のページの苦情当事者の年代別割合の推移をごらんください。先ほどの全国の動きとほ

ぼ同じなのですけれども、平成21年度以降は、右から２番目の薄いブルーのところ、70歳以

上の割合が最も多くなっておりまして、28年度は60歳代と合わせますと37.9％と、ほぼ４割

となっております。 

 ちなみに平成28年10月１日現在の宮崎県の年代別人口構成比を見てみますと、60歳以上が

37.67％と、ほぼ同じ割合になっておりますので、60歳以上の人口が増加しているので、相

談割合がふえているとも考えられますが、先ほどの松本理事長を初め、消費者庁の御説明の

中で、全国の65歳以上の人口増の割合に対して、相談増の割合は約２倍になっているという

お話がございました。やはり高齢者については、在宅の機会が多いため、訪問販売や電話勧

誘販売のトラブルに遭いやすいものと考えられます。 

 （３）の年代別の特徴を見ていきますと、全ての年代で、放送・コンテンツ等に関するも

のが最も多くなっておりますが、一昨年度までは、70歳以上は、商品一般や健康食品に関す

るものが一番多かったのですが、高齢者にもパソコンやスマートフォン、タブレット端末等

の機器が普及しているという実態が見られます。 

 そのほか、20歳代から40歳代は、アパート退去時の敷金等のトラブル、50歳代は、融資サ

ービスに関する相談が多い状況が見られます。 

 続きまして、啓発の取り組み状況について、御説明いたします。１の出前講座につきまし

ては、県民の御要望に応じてセンターの職員や外部の専門家が講師となって、基本、出向い

ていって行う講座ですが、特に被害に遭いやすい高齢者、あるいは経験が不足している学生

や社会人の若年者を中心に実施しております。平成28年度は、この表にありますとおり、

317件、約１万4,000人の方を対象に講座を開催いたしました。出前講座の内容及び講師につ

きましては、お手元の資料の26ページをお開きください。 

 ①から⑦のテーマで、それぞれ要請に応じて１時間から１時間半程度の講座を行っており

ます。特に、高齢者につきましては、③のように地域で見守りを行う立場にある民生委員さ

んやヘルパーさんを対象に、このような「高齢者あんしんハンドブック」というものをつく

りまして、見守り者向けの講座を開催しているところです。 
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 資料24ページにお戻りください。２の消費生活講座は、出前講座以外に、50名から70名ぐ

らいの一般の方々を公募してのセミナー及び講座です。（１）の消費生活セミナーと（４）

の特別講座は消費者に身近なテーマで、県外から専門の講師をお招きして、県センターのあ

る３カ所でそれぞれ同様の講座を開催しています。常連さんも多く、毎回楽しみにされてい

る方もおられるようです。 

 また、（３）の教職員セミナーは、今年度から新しい企画として開催したものですが、資

料27ページと28ページをお開きください。宮崎県消費者教育推進計画の表紙と概要を載せて

おります。ちょっと字が小さいのですけれども、概要の施策の方向の１番目にあります発達

段階に応じた早い時期からの消費者教育の推進を学校の先生方の実践していただくため、公

益財団法人消費者教育支援センターから講師を派遣していただいて、小中学校の家庭科等の

先生方に、消費者教育の実践事例の講義と演習を行っていただきました。このような教職員

への研修は、いわゆる消費者教育推進法で義務づけされている学校における消費者教育を推

進していくため、消費生活センターとしては、教育委員会と連携していかなければならない

重要な取り組みでありますので、来年度以降も、多くの先生方に参加していただけるよう、

工夫をしながら続けてまいりたいと考えております。 

 資料25ページにお戻りください。３のマスメディアの活用では、各マスメディアの御協力

により、その時期に応じたさまざまなテーマについての注意喚起を行っております。そのほ

か、４の（１）のとおり、このような「アリンコ通信」という情報紙を年に２回発行して、

その時期に多い悪質商法の手口などを紹介して、市町村等へ配布しております。なぜ「アリ

ンコ通信」かといいますと、私どもが「こんなのアリ!? と思ったら、あきらめないでまず

相談」というのを啓発用のキャッチフレーズにしておりまして、ここにありますのが、アリ

ンコちゃん、ここはちょっと消えておりますが、アリママ、アリパパ、アリバーバというよ

うなアリンコ一家を私どもは当センターのキャラクターにしているものですから「アリンコ

通信」と名づけております。 

 昨年度発行しました夏号では、はがきによる架空請求に関する相談が急激にふえていたこ

とにより、架空請求多発警報発令中として、注意喚起を行いました。きょうはきのうできた

ばかりの冬号を、皆様のお手元にお配りさせていただいております。 

 何といいましても、相談と啓発は車の両輪であります。相談をいただくにしても、被害に

遭う前か遭った後かでは、救済できるかどうかが全く違いますし、何よりも、もう一度資料

の28ページをお開きください。この基本目標に書いてありますように、被害に遭わない、合

理的意思決定のできる自立した消費者を育成することが、私たちの最終目標でありますの

で、相談を受けた場合も相談員は契約の知識等を相談者に丁寧にお伝えしながら、解決に導

くよう、心がけております。 

 また、真ん中下の重点的に取り組むべき事項にありますように、消費生活センターは、消

費者教育の拠点となるべく位置づけられておりますので、その役割を十分に果たせるよう、

関係機関と連携を図りながら、相談員、啓発員、職員が一丸となって、今後とも取り組んで

まいりたいと考えております。 

 以上で県消費生活センターの報告を終わります。ありがとうございました。 
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リレー報告② 

   社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 地域福祉部地域ボランティア課 課長

粟野 晃成 氏 
 

 

皆さん、こんにちは。第２走を任されました、県の社会福祉協議会の

粟野といいます。よろしくお願いいたします。 

 マラソンで言うと、早く終わったほうが区間賞ということで、私は

持ち時間15分いただいておりますけれども、なるべく早く終わろうか

と思っております。 

 私のほうは、平成26年２月からスタートしております、前に映させ

ていただいておりますが、みやざき地域見守り応援隊の活動というも

のを御紹介させていただきたいと思います。 

 まず、社会福祉協議会というものは、皆さん、お聞きになったこと

はあるかと思いますけれども、地域福祉を推進している団体ということで、「福祉のまちづ

くり」を目指す活動を行っていますということで、福祉の関係者でありますとか、保健・医

療・教育などの関連分野の方々から参加・協力をいただいている協議体組織ということにな

っております。 

 それから、全国にネットワークがあるということで、全ての市区町村、それから、都道府

県・指定都市、全国段階に設置されているネットワークを持っております。災害が起こりま

すと、災害ボランティアセンターというものが、最近はよくテレビ等で報道されるかと思い

ますけれども、そういったところも担っているところでございます。 

 そして、営利を目的としない民間団体であるということで、昭和26年に現社会福祉法に位

置づけられている営利を目的としない民間団体ということで、活動しております。 

 市町村社会福祉協議会というものと都道府県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会という

ものがございますが、この後、日之影町の甲斐さんから、市町村社協のことについては御紹

介がありますので、私はちょうどこの真ん中の都道府県社会福祉協議会というところで、皆

様の福祉を広域的にサポートしているということになります。 

 重立ったものが５つほどありまして、市町村社協活動の支援とか、生活福祉資金という低

所得者、障害者、高齢者等に対する貸付制度、そういったものも行っております。それか

ら、ボランティア活動の支援、人材、福祉人材の支援、そして、判断能力の落ちた方々、能

力に不安のある方々を対象にした、日常生活自立支援事業というようなものも行っておりま

す。 

 それでは、みやざき地域見守り応援隊なのですが、「無縁社会」と一番上に書いてござい

ますけれども、これは2010年、平成22年にNHKで放送された番組でつくられた造語というよ

うなところ、こういったところから、孤立死の問題、自殺の問題、振り込め詐欺の問題、悪

質商法の問題、そういったものを見守っていくというようなことになっております。 
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 見守り隊の趣旨ですけれども、地域住民の日常生活に密着した業務を行う民間事業者の協

力を得て、孤立死や虐待のおそれのある方の早期発見に取り組んで、みやざき地域見守り隊

の協定を結んで、見守りの層を厚くすることにしております。それが主な趣旨ということに

なっております。 

 民間事業者の役割なのですけれども、民間事業者が、日常の業務の範囲内で訪問先の様子

が違う、何らかの異変を察知した場合に、市町村の窓口に通報する。特に、緊急を要する場

合には、警察とか消防へ通報を行うという役割を担っていただいております。 

 市町村の窓口ですけれども、民間事業者から連絡を受けた市町村窓口は、地域の民生委員

や警察などと連携・協力して、速やかに安否の確認を行う。状況を確認した後に、必要に応

じてその後の見守り、各種福祉のサービス等の利用につなげていくというようなことになり

ます。 

 県と県社会福祉協議会の役割につきましては、県域を営業エリアとしている活動する民間

事業者に対する協力要請とか、市町村とか関係機関に対する協定の周知、市町村とのネット

ワークの構築、そういったものに必要な支援を行っております。 

 図で見ていただきますと、今、説明した内容が、このようなことになっているのですけれ

ども、民間事業者の方がいて、異変を発見して緊急性がある場合は、即警察、消防に通報し

ていただくというようなことになります。緊急性がない場合というようなものがありますけ

れども、そのときは、市町村の窓口、市町村、または市町村の社会福祉協議会というのも一

部担っておりますが、そちらに連絡していただけますと、そちらから現地の確認に行って、

それでも警察に個人宅に入室する必要がある場合とか、そういったときには、警察に連絡を

して、立ち入っていただくというような、こういう流れになっております。 

 協定業者の機関ということで、みやざき地域見守り応援隊では、民間事業者、ライフライ

ンの事業者でありますとか、新聞、宅配便・宅配サービス等で県内を営業エリアとして活動

している事業者という方々と協定を結んでおります。協定は、民間事業者、宮崎県、宮崎県

の警察本部、民生委員児童委員協議会、私どもの社会福祉協議会という５社になっておりま

す。現在、みやざき地域見守り隊の協定事業者は18者ということになっておりまして、１番

から13番までが平成26年２月に、まず初めに協定を結ばせていただきました。14番が26年の

11月、15番、16番が28年の７月で、17番、18番が29年の３月ということで、昨年の３月で18

者になったということで、これ以降はふえていないということになっております。 

 これは締結式の様子なのですけれども、ちょうど河野知事が真ん中にいらっしゃって、県

の講堂であったり、知事室でこのようにさせていただいているということになります。 

 次に、みやざき見守り応援隊のPR用のシールということですけれども、このような「みや

ざき地域見守り応援隊」というような直径12センチぐらいのシールを、これはセブン－イレ

ブンさんなのですけれども、こういう車に張って、活動をしているというような状況でござ

います。 

 これが緊急通報等の件数をまとめたものですけれども、25年度ということですので、26年

の２月から29年の、このとき、資料を出したのが10月でしたので、11月に４件、12月は０件

だったのですが、現在は108件ということになっております。このグラフをつくってみたの

ですけれども、これから緊急通報の件数とか時期、冬の時期が多いのかなとか、夏が多いの

かなというような、相関的な関係は、今のところ目立たないということになっております。 
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 通報先ですけれども、108件で、複数の通報先がありますので、前ページと数字は合致し

ませんけれども、消費生活センターが１件、消防が37件、警察31件、市役所・役場等が20

件、社協・地域包括支援センターが21件というような状況になっております。 

 通報事例の傾向なのですけれども、消費生活センターについては、消費者被害というよう

なもの、それから、消防に関しては、救急車の要請ということで、本人が要請を見守り隊に

お願いしたのが４件と見ていただきまして、見守り隊が臨機に自分でこれは危ないと思って

通報した事例が15件、同じく、街の中でけが人を発見したのが８件、孤立死をしているのが

３件、火事通報が２件。 

 警察のほうも死亡事例が14件で、詐欺がここに今回５件あるということになります。認知

症による徘回とか、ふだんと様子が違う、救急、わいせつ行為、交通事故というようなもの

になっております。 

 市役所・役場についても、こちらになってくると、ふだんと様子が違うというようなもの

がこういうように社協のほうも15件ということで、ふえていく傾向にある。 

 ここからが、詐欺被害の防止の事例なのですけれども、ちょうど先ほどのページで申し上

げたように、詐欺被害が５件あったのですが、その中で、２件はセブン－イレブンさんです

ので、この後リレー報告されますので、ここは割愛をさせていただきます。 

 28年９月のヤマト運輸株式会社の宮崎主管支店なのですが、ここはコンビニの従業員との

連係プレーがあったという事例でございます。荷物を預かったコンビニの店員さんが、ヤマ

トの方が集荷に来られた際に、やはり怪しいということで、２人で警察に通報して、詐欺被

害を防止したという事例になっております。 

 28年の12月が生協さんですけれども、携帯電話でやりとりをしながらATMを操作している

高齢者のことを不審に思ったお客様が従業員に連絡。従業員が電話をかわって、還付金被害

ということが判明して、食いとめたというような事例です。これはお客様もすぐに従業員の

方にお話しされるというのもすごいことだと思いますし、また、電話をすぐかわられたコー

プさんの従業員の方も、すぐにそういう判断をするという日ごろの訓練ができているのかな

と思った次第でございます。 

 同じくコープさんですけれども、29年の３月、ここも携帯電話でやりとりしながら、宮崎

銀行のATMの場所を訪ねられたということで、不審に思ってすぐに電話をかわったところ、

相手方が名前も名乗らずにそのまま電話を切ったということで還付金の詐欺を食いとめたと

いうものが、こういう５件ということになっております。 

 みやざき見守り応援隊の期待ということでいただいておりますが、見守り応援隊の業者の

方々が、地域住民が声をかけやすく、見守り隊ですよというような先ほどのシールとか、あ

あいうものを見て、声をかけやすくなる。それで、詐欺被害でありますとか、認知症などの

早期発見につながることに期待したいと思っております。 

 さらに、今、県の社会福祉協議会で取り組んでいることですけれども、さらに見守りのネ

ットを小さくして、大事に至る前の早期の発見ということで、都城市、小林市、国富町、門

川町でモデルを展開中というようなことです。これは先ほど県内のエリアということで、み

やざき地域見守り隊は、県内のエリアをしている業者の方々と申し上げましたが、これは地

元の業者の方々との連携協定ということで、地元密着型のガソリンスタンドでありますとか

信用金庫とか、牛乳販売とか、そういった方々との協定を結んでほしいというようなモデル

になっておるところでございます。 
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 以上で、私のほうからみやざき地域見守り隊の活動の紹介を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 
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リレー報告③ 

宮崎県警察本部生活安全部生活安全企画課 企画指導補佐 中島 昌典 氏 

 

皆さん、こんにちは。警察本部で特殊詐欺抑止対策を担当している中

島といいます。よろしくお願いします。 

 私のほうは、10分という持ち時間で、なるたけ早く話をいたしたい

と思います。特にパワーポイントはありません。お手元に配付してお

ります資料を見ながらお話しいたします。 

 まず、特殊詐欺という言葉なのですが、かた苦しくてわかりにくい

という声がありまして、県警では、昨年９月から、県民の方に広報・

啓発する上では、うそ電話詐欺という言葉を使っております。その理

由は、取っかかりはメール、はがき、いろいろありますけれども、最

終的には電話でだまされるということで、うそ電話詐欺という言葉を使って被害防止を呼び

かけております。 

 次に、資料に基づいて対策などを説明したいと思いますが、まずは水際阻止状況というグ

ラフを載せております。まず、水際阻止というのは、電話でだまされた状態の被害者が、お

金を準備する、あるいはATMで機械を操作しようとする、あるいは、コンビニで電子マネー

を購入しようとする。その際に、金融機関の窓口の方とか、コンビニの店員さん、一般の

方、こういった方々が異変に気づいて、声をかけてもらって、被害をまさに水際で阻止した

という件数になります。あのグラフは、昨年11月末の数字なのですが、昨年１年間では、こ

のような水際阻止で、県内で40件、約2,400万円の被害を、まさに水際で防いでもらってお

ります。 

 なお、その他還付金詐欺の10件というものを計上しておりますが、これは先ほど社協の粟

野課長からもあったとおり、スーパーの店員さん、あとは、ATMで順番待ちをされていた

方、この方が、前の高齢女性が携帯電話をかけながら、何かおかしいような雰囲気だったか

ら声をかけた。電話をかわって、娘ですけれども、ということを相手に伝えたら、電話が切

れたというようなことで、水際で阻止したという事例も挙がっております。 

 次に、２の課題ということでいきたいと思います。課題で、２点挙げております。まず１

点目は高齢者の被害防止です。昨年、宮崎県では、認知件数39件、約8,000万円の被害を認

知しております。このうち、65歳以上の高齢者、６割を占めております。手口別で一番多い

のは、オレオレ詐欺の16件、約4,380万円という被害が出ておりますが、16件のうち15件

は、65歳以上の高齢者、残りの１件は、65歳に若干足りない女性の方ということで、高齢者

の被害防止がまず喫緊の課題と言えるということがあります。 

 次に、（２）の水際対策の推進ということで挙げておりますが、先ほども説明したとお

り、金融機関、コンビニエンスストア、こういった方、うそ電話詐欺、特殊詐欺に対する認

識が非常に強い、被害防止に関する認識が強いと思うのですが、それ以外にたまたま通りか

かった通行人の方が声をかけてくださったとか、順番待ちをしていた方が声をかけてくださ

ったということで、被害を阻止しておりますので、こういった社会全体で、水際阻止対策を

さらに推進することが必要なのではないかということで、課題として挙げております。 
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 次に３の主なうそ電話詐欺抑止対策ということで、説明いたしますと、宮崎県警では、う

そ電話詐欺の抑止対策（１）から（３）、まず、犯人からの電話をとらせない撃退力、次

に、犯人と電話で会話としてもだまされない、うそを見破る看破対策、最後に、万が一だま

されたとしても、社会全体で水際阻止しようじゃないかということで、３段階に分けて、各

種施策を考えているところです。 

 まず、写真の１点目は、優良防犯電話の陳列状況ということで、紹介しておりますが、写

真は宮崎市内の家電量販店の写真です。優良防犯電話というのは、先ほど松本理事長の講話

でもあったとおり、自動録音機能がついた電話、これは非常に有効ですね。相手が嫌がる

と。そういった機能とか、高齢者に扱いやすいという電話機器ですね。これを全国防犯協会

連合会が19機種推奨しております。写真はこういった普及を図ろうということで、電気店な

どに警察官が行って、この電話が陳列されていれば、ちゃんと表示をお願いしますと。こう

いう機能があって、特殊詐欺を初めとする迷惑電話に有効的ですよという表示をしてくださ

いということでお願いをしてもらっているような写真です。 

 次に、写真の２点目です。広報大使の活動ということで載せておりますが、宮崎県警で

は、演歌歌手の小田矢かなさん、この方を「穏やかなまちづくり広報大使」ということで委

嘱して、犯罪予防などを呼びかけてもらっております。その中で、広報大使には、うそ電話

詐欺被害防止ソング「大好きなおばあちゃん」という歌を歌っていただいております。この

「大好きなおばあちゃん」の歌詞は、資料に載せておるとおりなのですが、何で「大好きな

おばあちゃん」というのかは、ほとんど高齢者の６割といいましたけれども、半数以上が高

齢の女性が被害に遭っているということですので、「大好きなおばあちゃん」というのをテ

ーマにした次第です。この歌は県警のホームページなどで聞くことができますので、ぜひ、

このフォーラムが終わった後、県警のホームページを開いていただいて、音楽を聞いていた

だきたいと思います。ちなみに作詞も作曲も警察官が行っておりますので、著作権は今のと

ころありません。発生しておりません。どこでかけてもらっても構いません。あちこちでか

けていただきたいと考えております。 

 最後に、水際阻止対策ということで、写真の５点目、金融機関の連携ということで、写真

を載せております。金融機関と県警では、うそ電話詐欺被害防止に向けた協定を締結してお

りまして、協定の締結の内容で、65歳以上の高齢者の方が現金を持ち帰る場合、工学の現金

を引きおろして持ち帰る場合は、その使い道とか、いわゆる使途、目的ですね。これを聞い

てくださいということでお願いをしております。先ほど水際阻止で金融機関、全部で11件阻

止しておりますけれども、ほとんどがこの声をかけていただいた結果、どうもおかしいと。

最終的には、実は孫から電話があって、かばんをなくしたということで、300万おろそうと

しましたとか、そういったオレオレ詐欺の被害に遭いかけたということで、実際に水際で阻

止してもらっております。 

 なお、この金融機関との連携以外にも、セブン－イレブン・ジャパンの奥村さんにも来て

いただいているのですが、コンビニエンスストアでも電子マネーを購入しようとした方、こ

ういった方々に声をかけていただいて、昨年多数の被害に遭いかけた方を無事救っておりま

す。こういったことで、宮崎県警としては、三段構え、犯人からの電話をとらせない、だま

されないために看破対策を身につけてもらう、あとは社会全体で水際阻止するということ

で、抑止対策を推進している次第です。 

 最後に、まだ時間がちょっとありますね。宮崎におられる方に宣伝なのですが、２月４

日、日曜日、宮交シティでうそ電話詐欺被害防止のイベントを行います。宮交シティで14時
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からです。小田矢かなさんのミニコンサートとか、寸劇とか、そういったものを行いますの

で、ぜひいらしてください。 

 以上です。 
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リレー報告④ 

日之影町社会福祉協議会 福祉活動専門員 甲斐 亮平 氏 

 

皆様、こんにちは。日之影町社会福祉協議会の福祉活動専門員をさせ

てもらっています、甲斐亮平といいます。 

 本日は、日之影ふれ愛ネットワークについて、駆け足ではあります

が、御説明していきたいと思います。 

 まず、宮崎県日之影町の紹介を簡単に。人口3,800人ほどの小さな

中山間地域であります。高齢化率が現時点で43％、結構高齢化率、超

高齢化の町です。人口の割には町が大きくて、中心部から僻地まで、

大体60分かかるような地域もあります。きょう、宮崎は寒いと言いま

すけれども、雪、がんがん降ります。これは１月10日だったのですけ

れども、がんがん雪が降ります。南国ではありません。これは通勤路なのですが、危ないで

すね。ガードレールもないので、結構命がけの通勤となっています。 

 話を戻します。日之影ふれ愛ネットワークとは、町内の子供から高齢者までを見守る活

動、町内の異常を早期発見、早期解決、それを、行政、企業、社協全体で町民の問題を解決

しようという活動であります。先ほど県社協の粟野課長がおっしゃいました、みやざき地域

見守り応援隊の日之影町版と思っていただいて結構です。 

 簡単に、歴史なのですが、平成９年から「小地域福祉ネットワーク活動」と題しまして、

平成14年に「ふれあいネットワーク」と名前が変わりまして、平成18年に「ふれあい」の

「あい」が漢字になったり、変化しつつ、今に至るということです。 

 これが簡単な図なのですが、住民がいまして、その住民を、公民館、高齢者クラブ、近隣

住民、民生委員さん、ボランティアさん。空き家とありますが、日之影町は空き家施設を利

用して高齢者の集いの場を提供しています。 

 そういった空き家も活用しながら、住民を子供から高齢者まで守っていこうということ

で、これは民生委員さんです。 

 時間がないのでどんどんいきます。これが配食ボランティアさん、それで、先ほど言った

空き家ですね。こちらが週の月曜日から金曜日まで、高齢者の集いの場所になっていまし

て、送迎つき、介護保険事業外でやっているミニデイサービスと思っていただいて結構で

す。見守る方もボランティアで、大体１日８名から10名ほどいらしています。その空き家の

一角を借りて、電話ボランティア、独居高齢者に電話をボランティアさんがして、安否確認

なども行っています。 

 平成27年の７月に、「ふれ愛ネットワーク」協定書調印式というものがありまして、地域

見守り協定というものがありました。それは住民を町内の事業所、企業も町と一緒になって

見守っていきましょうという協定だったのですが、既存のふれ愛ネットワーク、これと、先

ほどの地域見守り協定を合わせまして、現在ではこういった形になっています。住民を近所

の方たちやボランティアが守って、さらに、町内の企業も一緒に守っていく。いわゆる層が

ふえたと思っていただいて結構です。何かあったらすぐ連絡は、社協。社協から関係機関に

すぐ対応という流れで行っています。事例も何個か資料には載せていますので、ここは割愛
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させていただきます。この平成27年以降、何かあったら社協が定着して、物すごく事業関係

者からの連絡も多くて、大分定着してきたなというのが実感です。 

 今後のふれ愛ネットワークの目標としましては、見守りプラス生活支援に重点的に力を入

れていこうと思っています。生活支援といいますと、高齢化によって、車の免許返納であっ

たり、交通手段がなかったり、買い物に行きづらい方が現在の日之影町では結構多発してい

ます。見守りだけじゃなくて、この生活支援も町内全体でネットワークの関係機関でやって

いこうということで、ここから資料がないのですが、おととしの８月に、役場の地域おこし

協力隊を日之影社協へ出向という形で、買い物支援推進員という位置づけで、社協に出向し

ていただいて、町内で買い物支援を行っていこうということになりました。町内の商店から

商品を預かって、それを町内のいきいきサロン、現在26カ所あるのですが、そこに商品を持

っていって、買い物支援を行っていこうと、このような感じで、高齢者の集合住宅も一緒に

回ったりして、買い物支援を行っています。現在では、協力商店が10商店ほどで、手数料も

あったりしまして、大体28年の８月から昨年の11月までの段階で、140万ほど町内で実績も

上がっていまして、実績とは別でサロン会場がふえました。サロン会場に行けば買い物がで

きるという情報と、サロンに来なかった人も、人数もふえて、買い物支援をしたことによっ

て、サロン会場がふえると同時に人もふえて、そこに消費生活センターの方たちが来て、消

費生活のお話をしたり、駐在所さんが来て、啓発運動をしたりして、とてもメリットのある

事業だと思っております。 

 ですので、今後ふれ愛ネットワーク、見守りプラス生活支援を中心にやっていこうと思っ

ていまして、社協としましては、それを見守りで、いろいろな通報、連絡が来ます。それを

ニーズ把握として捉え、それを生活支援、新たな福祉サービスを企画、立ち上げしつつ、生

活支援に結びつけていく。それを社協としては行っていこうと思いまして、社協の強みはす

ぐにアクションを起こせるところだと思っています。何かニーズに制度がないからこのニー

ズはきついというものがあったりするときは、すぐそのニーズに合ったサービスをつくれば

いいだけじゃんという上司の判断があるのですが、そこが社協の強みかなと思っています。

ですので、今後日之影ふれ愛ネットワーク、ただのネットワークではなくて、進化していく

ネットワークとして柔軟な対応をしながら、町内を見守っていこうと思っております。 

 駆け足ですが、これで終わります。ありがとうございました。 
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リレー報告⑤ 

   株式会社セブン-イレブン・ジャパン 宮崎南地区 ディストリクトマネジャー

奥村 敬介 氏 

 

皆さん、こんにちは。ただいま紹介にあずかりました、セブン－

イレブン・ジャパンの奥村と申します。 

 先ほど、社協の粟野様、また、生活安全課の中島様から、少し

ばかり紹介がありましたけれども、私はセブン－イレブン・ジャ

パンの人間ですが、本日はコンビニエンスストアにおける取り組

みということで、御報告させていただきたいと思っております。 

 まず、こちら、フランチャイズチェーン協会ということについ

て、御紹介差し上げたいと思います。昭和47年に設立しておりま

す。フランチャイズチェーンビジネスを運営する日本の代表的な

コンビニエンスストアとか、外食産業、小売・サービス業が加盟しております、国内のコン

ビニエンスビジネスの健全な発展を図ることということで、設立をしております。 

 コンビニエンスストアでいきますと、９社、こちらのほう、加盟しておりますけれども、

こちら、平成29年３月末現在では、約５万7,800店が加盟しているということで、ほとんど

全てのコンビニエンスストアが加盟している協会になっております。ここの取り組みという

ことで、お話しさせていただきたいと思っています。 

 ちなみにということで、今、宮崎県のコンビニエンスストアということなのですけれど

も、こちら、平成28年12月末の現在ということなのですが、409店ということになっており

ます。セブン－イレブンにつきましては、ちょうど本日時点で190店になっております。都

城市で１店、川南町で１店、本日オープンしておりますので、いろいろ安くなっております

ので、ぜひお時間がありましたらということです。ちなみに、全国的にセブン－イレブンに

関しましては、本日で２万店を超えまして、さらに進めていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 今、話がありましたフランチャイズチェーン協会が掲げているセーフティステーション活

動というものがございます。そちらについて、今回のテーマであります地域の消費者を守る

というところと合致しておりますので、この内容について、お話ししたいと思います。 

 フランチャイズチェーン協会について、加盟している全国のコンビニエンスストアが「安

全・安心なまちづくり 青少年環境の健全化」ということで掲げている活動になっておりま

す。セーフティステーション活動といいます。基本的にコンビニエンスストアといいます

と、24時間365日の営業ということになっておりまして、町の拠点ということで、立地の要

素ということで、近いところにも、心理的にも近くにということで位置づけているというこ

とでございますので、いろいろな自治体であったり、関係各社の協力をいただきながら、こ

のような環境の健全化ということの取り組みを進めているところでございます。 

 具体的な活動といいますと、安全・安心なまちづくりに協力ということになっております

けれども、例えば未成年者への酒、たばこの販売の防止であったりとか、また、最近では振

り込め詐欺といったところもあります。特殊詐欺への対策といったところであったり、ま
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た、中学生等を対象にしました健全教育の受け入れなども、コンビニエンスストアというこ

とではやらせていただきながら、セーフティステーション活動というものをしております。

店頭の入り口ドアに、このような象さんのマークのポスターがあるお店があると思いますけ

れども、これが一応活動実施店ですよというように位置づけているポスターになっておりま

すので、そういったことを加盟店と一緒に取り組んでいるところでございます。 

 具体的な活動内容といたしますと、例えば年間で活動計画というものを定めています。そ

れを毎月何をしていくのかということを策定しておりまして、そのセーフティステーション

活動通信というものを作成しております。それを一店舗一店舗に、弊社を含めて経営相談員

という者がいますけれども、その経営相談員を通じて、全加盟店舗に全加盟店舗に配布、周

知ということをさせていただいているところでございます。 

 一例ですけれども、その中でも、本日も話がありましたけれども、高齢者というところで

キーワードにした活動というものが５月、10月、11月、２月、３月ということで、５カ月に

ついては高齢者のということを目線にした活動を行っております。10月については、特殊詐

欺の防止ということで、加盟店に案内をしております。「声かけしましょう！『特殊詐

欺』」ということで、高額・端末・POSAカード、いわゆる電子マネーですね。この特殊詐欺

を防止するための具体的にお客様への声かけ内容を、この通信を使いながら啓蒙させていた

だいて、対応しているというような状況であったり、11月については、女性・子供・高齢者

の見守りということをターゲットに「目配り」「気配り」「声かけ」ということの３つを中

心に、女性の書き込みであったり、子供の見守りであったり、お年寄りの方々への保護であ

ったり、こういったことを全従業員さんを通じまして徹底していきましょうということを啓

蒙ということで、させていただいております。 

 そんな中で、お店ということも関心も高まってまいりまして、この好事例については、表

彰制度というものを設けさせていただいて、店舗における好事例ということについて、フラ

ンチャイズチェーン協会の協会長の表彰というものを行っております。昨年度は339店舗、

これは全国ですけれども、表彰されたということでございます。 

 読み上げさせていただきますと、振り込め詐欺を未然に防いだ事例ということで、こちら

は日南市にあった事例でございますけれども、先ほど粟野さんからもあった事例でございま

す。宅配便を持ち込んで落ちつかない様子だったお客様に事情を伺うと、「タオルです」み

たいな話なのですけれども、実際は中身は250万円入っていたということを従業員さんは聞

き出して、それで警察に通報したという事例がございました。 

 また、深夜の女性の保護をした事例であったりとか、弁当、今、各店舗で配達サービスと

いうものの取り組みを強化しております。その中で、従業員さんがお弁当を配達させていた

だく中で、意識不明の状態で自宅廊下に倒れていた高齢のお客様を発見されて、救急車を呼

び、一命を取りとめたというような、こういう事例もございまして、近くて便利ということ

をセブン－イレブンは掲げておりますけれども、一人一人の生活に対しても従業員さんを含

めてしっかり入り込んでいこうということを、今、掲げさせていただいております。 

 さらに直近であった事例なのですけれども、日南の南郷のほうであったのですけれども、

POSAカード、電子マネーのカードで、15万円ぐらいの購入をされてというような高齢のお客

様がおられて、そのお客様にどうしたのということで話を伺うと、特殊詐欺ということが発

見されて、こちら、ちょうどあったのですけれども、フランチャイズチェーン協会からの表

彰ということで、セブン－イレブンの南郷駅なのですけれども、表彰を受けている。セーフ

ティステーション活動に真摯に取り組まれた、このたび検証に基づく適切な応対をされまし
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たということで、町の安心・安全の拠点として、地域社会に貢献されたということに敬意を

表し、ここに表彰するというような、このような表彰も行いながら、一店舗一店舗がより地

域社会ということに根差した商売ができるようにということを心がけております。 

 そのフランチャイズチェーン協会に関しましては、活動参加企業は約９社、コンビニエン

スはあるのですけれども、毎年１回アンケート調査というものを実施させていただいており

ます。回答率はほぼ全店回答されているということで、この結果については、セーフティス

テーション活動リポートとしてまとめておりまして、自治体であったりとか、警察関係にも

配布させていただいているというような実態になっております。 

 一例なのですが、こちら、宮崎県のアンケート結果なのですけれども、高齢者の保護、日

中に徘回、急病・けがなどの理由で保護するケースということに関して、実施されていると

いうことが多くなってきているのが実態でございます。 

 その中で、現在、お店としてアンケートの結果なのですけれども、行っていることについ

ては、地域包括支援センターの協力であったり、認知症サポーター養成講座の受講であった

りということで、高齢者関連の活動をされている店舗が多くなっているという実態でござい

ます。 

 また、今後行いたいということに関しましても、同様に、高齢者の見守りを含めた地域社

会への貢献ということを実施していきたいというようなことで、アンケート結果が出ており

ますので、あわせまして、今後もそういった地域社会の貢献をしっかりできるように対応し

ていきたいと思います。 

 セブン－イレブンを含めて、コンビニエンスストアについては、非常に店舗もふえてきて

いる実態でございますので、その分、社会インフラとしてさらに活躍できるように、皆様と

一緒に地域社会に貢献できるように対応していきたいと思っております。 

 私からは以上でございます。ありがとうございました。 
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リレー報告⑥ 

   佐賀大学経済学部 3年 常松 大聖 氏 

 

どうも皆さん、こんにちは。佐賀大学経済学部経済法学科３年生の

常松大聖と申します。 

 自分は運動神経が悪かったもので、リレーというものに出場した

ことがなかったのですけれども、まさかリレーというものにこの年

になって出場、しかもアンカーという大役をいただくとは思わなく

て、光栄と同時に驚いています。 

 それでは、早速報告の内容に入らせていただきます。 

 まず、私たちの活動の報告の前に、私たちの活動を支援してくだ

さっている佐賀消費者フォーラムの設立、そして、私たちがその団

体の活動に合流するまでの流れを説明していきたいと思います。 

 まず、2003年から2007年度までの活動が、佐賀消費者フォーラムの設立ということで、ま

ず行政、主に自治体への政策提言を主たる取り組みとして、フォーラムの活動を開始しまし

た。消費者基本法の改正・制定を踏まえた県条例案の提案や、消費者被害予防の施策とし

て、消費者教育が不可欠との立場から、団体みずから「消費者教育テキスト」及び「ティー

チャーズ・マニュアル」を作成し、県内の関係機関に300部ほど配布してきました。 

 そして、2008年度、そのテキストに興味を持った岩本ゼミの先輩方が、みずから作成意欲

を見せて、テキストを作成する、そして、その内容を他者に説明するということが、消費者

問題、法制度への理解を深める効果的学習方法の一つであるということに着眼して、活動に

合流することとなりました。 

 テキストの素案を弁護士や司法書士さん、消費生活相談員などにプレゼンして、指導を受

けることによって、テキストの質の確保と向上を図るサイクルを確立しています。 

 完成したテキストは、消費者庁、消費者委員会、国民生活センターや全国の弁護士会、各

地の消費生活センターなど、県内の全ての高校に配布し、いただいた意見やアドバイスを翌

年度のテキスト作成に反映させています。 

 本日配付している「Consumer’s Why」というものが、こんな感じになります。この

「Consumer’s Why」の特色として挙げられるものとしては、まず当初、佐賀大学の教育GP

（Good Practice）として学長の特別経費として刊行されて配布されていました。その後、

佐賀県消費生活センターの経費として刊行され、現在は配布されています。また、佐賀消費

者フォーラムのホームページにアップロードが開始されております。 

 2015年６月に、公益財団消費者教育支援センターから優秀賞をいただきまして、同年から

消費者庁の「消費者教育ポータルサイト」に掲載されています。 

 内容のほうですが、消費者教育コンテンツの特徴として、取引・契約・安全・表示のみな

らず、価格や景品表示や景品・懸賞つき販売、そして、ポイント制度に着眼して、さらに、

食品の安全については、実験を交えた形で、それを提示することでわかりやすい内容として

入れております。 
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 テキストを活用した消費者教育活動についてです。まず、市民向けの啓発というものを行

っています。これは佐賀市消費生活センターと協働して行っております。佐賀消費者フェア

というところで、市民向けの講座として、「人工イクラ」というものを食品添加物だけで製

造してみたりして、食品表示を見ることの大切さを講義していきました。そして、ポイント

サービスに関する啓発講座を寸劇で行いました。それと同時に、啓発講座として広告、通

販、インターネット広告、健康食品の見分け方に関する啓発講座というものも行いました。 

 これが昨年の２月に、ショッピングセンターのゆめタウンで行われた寸劇の様子になりま

す。テーマは「広告と消費者」というものになります。 

 こちらのほうが、同じ場所で行われた人工イクラをつくってみたときの写真になります。 

 次の活動としては、中学生向けの講座を行いました。これは、中学生は佐賀大学附属中学

の学生を対象にして行いました。年に１回「佐賀大学の授業を聞いてみよう」という附属校

の育友会が主催している行事を活用して行っています。２時間ある講義のうち、前半１時間

を教授が、後半１時間をゼミ生が担当しました。10名ほどのゼミ生が、中学生約60名を２か

ら３のグループに分けて、人工イクラの作成、さまざまな食品の表示の見方などをテーマに

直接指導し、最後に、全員に向けて内容を総括して説明しました。 

 ほかには、消費団体向けの講座というものを行ったり、昨年度から始まっている佐賀県消

費センター「大学生リーダー養成講座」というものに参加しています。 

 そして、市民向けの研究報告というものも行っています。2016年の４月16日には、適格消

費者団体の認定記念報告会で報告を行いました。タイトルとしては「消費者教育テキストを

通じた学生による消費者問題への取組」というものがあります。当時の４年生ゼミがこの報

告を担当しました。 

 これはタイトルが間違っているのですけれども、13年記念シンポジウムの研究報告の様子

になります。こちらでは、2016年10月５日、佐賀商工ビルで発表を行いました。発表者は４

年生のゼミになります。論文タイトルは「スマートフォンにおける消費者契約・取引に関す

る現代的課題の研究－『実質０円』と『コンプガチャ』の盲点を素材として－」という内容

について、発表を行いました。 

 そして、昨年の12月14日に行われた14周年記念シンポジウムの様子がこちらになります。

こちらは、３年ゼミ報告が「適格消費者団体の概要について」、今まで「Consumer’s 

Why」に適格消費者団体に関する記述がなかったことから、それを入れてはどうだという指

摘をいただきましたので、確かにこれは入れたほうがいいなということで、その入れる前段

階として、適格消費者団体について調べてみましょうということで調べた内容について、ゼ

ミで報告したのがこちらになります。 

 ４年ゼミ報告に関しては「ネット上の個人売買における若年消費者の権利について」とい

う内容で報告をしていました。 

 次が、国民生活センターが主催する「全国消費者フォーラム」での報告というものを活動

として行いました。 

 2010年度から全国消費者フォーラムでの報告募集に挑戦しています。しかしながら、同年

度採択を受けたのですけれども、その開催日直前の東日本大震災のため、参加は中止しまし

た。翌年度以降、毎年応募して採択を受けています。（たまたま幸運）という記述は先輩方

に失礼かと思うのですけれども、済みません。 
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 テーマは学生が自主的に選定しています。今までのテーマとしては、2016年度が「ポイン

トサービス」について、2015年度が「異物混入と消費者」について、14年度が「無添加おに

ぎり」について、「食品表示」についてが、13年度になっております。 

 こちらが2012年の消費者フォーラムでの研究報告の様子になります。 

 こちらが昨年２月の報告の様子になります。「ポイントサービスに対する消費者の向き合

い方」という報告タイトルになります。 

 そして、この2014年度の「無添加おにぎり」というテーマが派生して、事業者に対する要

請を行った経験がございます。全国消費者フォーラムへの報告応募に際して、佐賀県内のス

ーパー、コンビニで販売されている「梅おにぎり」をほぼ全て全種類購入して、調査したと

ころ、佐賀大学の生協で販売されている商品で使用されている食品添加物の量が最も多い。

とんでもない、生協のおにぎりが一番危ないということが判明してしまった。そこで、その

調査結果と改善について、生協に、そして、大学の協連に申し入れを実施しました。それ

で、その経緯、また、同生協からの回答内容について、同年度採択された全国消費者フォー

ラムにおいて報告しました。もちろん、添加物がめっちゃ入っていたよみたいなことを言い

ますよというのは事前に生協には報告しております。 

 これまでの活動の課題と、そして、今後の取り組みの方向性について話していきます。課

題としては、まず、成年年齢を引き下げる関係で、若年層の消費者教育の重要性がこれから

高まってくるということも考えると、学校教育、幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校で

の教育実践の機会をどのように確保していくか、そして、需要はあると思うのですけれど

も、内容などをどう持っていくかというのが課題なのかなとは思います。 

 そして、縦のつながり、消費者フォーラムとのつながりや高齢者の消費者団体とのつなが

りはあるのですけれども、同じ大学生を対象に余りつながりを持てていない現状があるの

で、県内での横のつながりや九州内での大学の連携などを意識した活動を今後、模索してい

きたいというのが課題になっております。 

 今後の活動の方向性ですが、まず、県の消費生活センターとの新たなリーダー養成事業に

積極的に参画していく。市の消費生活センターとの協働を継続していく。消費者団体の方々

との勉強会やイベント協力の継続を行っていく。ゼミの共同研究の充実と報告機会の確保に

向けてチャレンジを継続していくという方向性で、今後も活動していきたいと思います。 

 これで、リレー報告はゴールとなります。御清聴ありがとうございました。 
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質疑応答・総括         

進行：実行委員長・NPO法人消費者ネットみやざき理事長 塩地 陽介 
 

○塩地 氏 

改めまして、実行委員長の塩地でございます。皆さん、長時間お疲れさまです。たくさんの

質問票があります。とてもこれを全て御紹介するわけにはいきませんので、中でピックアッ

プさせていただいた上で、登壇者の皆さんに対して質問させていただきたいと思います。御

了承ください。 

  

まずは、セブン－イレブンの奥村様にですね。先ほど御紹介がありましたけれども、フラン

チャイズのお店とか店員さんに対して、見守り活動についての啓発とか教育、研修というの

はどのようにされているのですかという質問です。お願いいたします。 

 

○奥村 氏 

セブン－イレブン・ジャパンの奥村です。弊社の対応ということで御報告させていただき

たいと思いますけれども、弊社については、１店舗に１名、経営相談員を置いております。

そこの経営相談員、うちの社員で、OFC、オペレーション・フィールド・カウンセラーとい

うのですけれども、１週間に２回、必ず店舗を訪問して、今後のお店の方向性であったりと

か、今週、来週やることであったりというのを打ち合わせしながら、経営相談をさせていた

だいてということを、これはずっとやり続けているところでございます。 

 その中で、弊社から加盟店へ話を啓蒙させていただく内容については、ほとんどが今、社

会インフラの提供についての話です。ですので、見守りであったりとか、配達サービスのお

話というのは、我々としてもお店にカウンセリングさせていただく内容については、当然入

ってくるところでもありますし、そういった上で、まず弊社の経営相談員のほうが、お店に

その必要性をずっと説き続けています。 

 また、時には、一回集合教育などということで、店舗に集めた啓蒙活動の教育であったり

とか、先ほど話をしましたとおり、認知症サポーターの養成講座の受講を従業員さんにもと

かということも、毎月１回の集合教育の中で、加盟店の皆様に啓蒙しているというような状

況で、少しずつではありますけれども、お店の方々についても、その必要性がわかってきて

いるのかなというような自負をしているところでございます。 

 簡単ではありますけれども、以上です。 

 

○塩地 氏 

ありがとうございました。では、次の質問を御紹介いたします。県消費生活センターの村

上様への御質問です。昨年４月から県内７地域で市町村が共同での消費生活センターを配置

しているとのことですが、広域で相談を受けるメリットとデメリットを教えてくださいとい

うことです。お願いします。 
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○村上 氏 

御質問、ありがとうございます。資料20ページをごらんいただけますでしょうか。アリン

コちゃんの顔が載っております、県のセンターが県内３カ所ございました。そのほかは、上

から行きますと、大きい延岡市とか日向市、宮崎市、都城市ぐらいしか、専門の相談員が配

置されておりませんで、専門の相談員がいらっしゃらないところは、全部市町村の役場の窓

口で相談を受けていたという状況でありました。それが、昨年の４月からは、７地域にそれ

ぞれ専門の相談員を配置することができたということによりまして、例えば御高齢者の方

が、電話だけで相談がままならない場合には、一番お近くの最寄りの相談窓口に御相談に行

けるというメリットも一つ出てきましたし、その地域は生活圏の地域で大体でき上がってお

りますので、その地域に多い、今、どういう問題が発生しているのかということが、地域で

情報を共有することができるようになったというメリットもあると思います。 

 デメリットということなのですけれども、デメリットは今のところ余りないのかなと思っ

ておりまして、まだ窓口ができたばかりで相談員さんも今、勉強しながら御相談を受けてい

るところもありますが、県のほうが全面的にバックアップしていく予定にしておりますの

で、どうぞ安心して相談をしていただきたいと思います。 

 

○塩地 氏 

どうもありがとうございます。各市町村で、自前の相談員さんを置くのはなかなか大変だ

というところもありますので、広域でまとめてそこで受けるというのは、合理性もあるのか

なと、聞きながら思いました。 

 次です。日之影町社協の甲斐さん、突然で済みません。事前に何もなかったのですけれど

も、日之影町のネットワークが非常にうまくいっていると思ったということで、同じような

悩みを抱えている市町村も多いのではないかとは思うのですけれども、日之影町がうまくい

っているポイントはどういうことなのかというのを、ほかの市町村へのアドバイスというこ

とも含めてお答えくださいということです。お願いします。 

 

○甲斐 氏 

質問、ありがとうございます。先ほど日之影町の紹介でもあったのですが、まず一つ思う

のは、小さな町だからこそ、ネットワークが築けたのかなというのもあって、このネットワ

ークの話を、都市部の方と話すと、数万単位の市だと厳しいという話もあったりして、ちょ

っと厳しいところもあるのかなというのは感じていました。 

 うまくいっている理由としては、高齢化も43％、町内の約半分がもう70歳以上の高齢者で

はありまして、何かあったら誰かに連絡するという、そういった行動ができているのも、一

つのうまいこといったネットワークかなとも思っています。 

 簡単に説明できませんが、以上です。 

 

○塩地 氏 

ありがとうございます。それぞれの地域の実情に応じてそれに合わせたやり方をやってい

かないと、みんながみんな日之影のようにまねをしたからうまくいくとは限らないとは思い

ますので、日之影は日之影なりのニーズを引き出していって、うまい形のネットワークがで

きていったのかと聞きながら思いました。ありがとうございます。 
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 次、松本先生、お願いします。高齢者相談の件数で、ファンド型投資商品というものがラ

ンクインしている。それが気になりますということで、それについて何か財産状況を知って

いる銀行からの勧誘などが多いのか、それとも、電話セールスなどの飛び込み営業が多いの

か、そういう傾向がもしわかれば教えてくださいということです。 

 

○松本 氏 

これはPIO-NETのデータをもう少し詳細に分析しないと正確なことは言えないので、軽々

と言うことは控えたいのですけれども、印象としては、一つは確かに銀行が低金利で手数料

ビジネスにかなり力を入れているということが言われている中で、例えば、保険に関して

は、銀行窓販という銀行が直接保険を売ることがもうかなり行われていて、国民生活センタ

ーも銀行窓販についての、少し回顧したような情報提供を最近やったか、もうじきやるの

か、どっちかですが、やっています。 

 証券に関しては、銀行が直接売るのではなくて、まだ紹介販売だと思うのですけれども、

かなり力を入れていることは事実なので、そういう中で、資産の運用のアドバイスという形

で紹介販売をやっているケースがかなりございます。低金利だから、預金に置いておいても

ほとんど金利はつきませんよという中で、証券を買いましょう、ファンドを買いましょう、

保険を買いましょうという感じの勧誘を行っている。そこに少し無理なことをやると、トラ

ブルになる傾向が一つあると思います。 

 もう一つは、ファンドといいますと、きちんとした金融商品として、金融庁が管轄してい

るファンドもありますけれども、そうでないよくわからないファンドという、特商法ぐらい

でしか押さえることができないようなわけのわからない金融商品的なものというのが他方で

あって、その辺、消費者としてはファンドだと思っているのだけれども、実は金融庁として

は、金融商品ではないと言っているようなものもあるのかもしれないということもあります

ので、きちんとしたものについての、少し売り方に問題があるケースと、そもそも怪しげな

ものについて、もうかりますよということで、資産のある高齢者に勧誘が行われているとい

う、これは推測ですけれども、両方あると思います。 

 

○塩地 氏 

ありがとうございました。内訳、細かいところまではわかりませんが、いろいろなケース

が含まれている可能性があるということだと思います。 

 最後の質問になります。押しておりますけれども、県警の中島さんに質問です。うそ電話

詐欺被害抑止対策の自動録音機の貸し出しの実績や利用状況について教えてくださいという

ことです。お願いします。 

 

○中島 氏 

お答えします。自動録音機、これは県内50台を配備して、県内13の警察署がありますけれ

ども、各警察署に分配して配置しております。ただ、貸し出しということで、数カ月という

貸出期間が当然あります。そこで、私どもの考えてとしては、不審電話がかかってきた方へ

の応急的な対応という意味合いもありますので、それ以降もぜひつけたいという方は、私、

電器屋さんとは何の関係ありませんけれども、優良防犯電話ですね。これは数千円から高い

もので数万円とピンからキリまでありますけれども、これの購入もお勧めしているところで

あります。以上です。 
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○塩地 氏 

ありがとうございました。ほかにも質問をたくさんお寄せいただいているのですけれど

も、時間がありませんので、申しわけありません。質問のコーナーはここで打ち切りたいと

思います。どうもありがとうございました。 

 引き続きまして、きょうの総括に移りたいと思います。 

 皆さん、長時間、お疲れさまでした。きょうの「地域でみまもろう！ みんなで防ごう消

費者被害」ということで、３時間にわたって基調講演、そして、６人の方のリレー報告を行

っていただきました。現在の高齢者を取り巻く消費者被害の状況、それに対する見守り、予

防ということについての取り組みというのをわかっていただけたのではないかと思います。

さまざまな取り組みをしておりますが、それでも、なかなか消費者被害、高齢者を中心とす

る消費者被害はなくなりません。なくすために努力はしていきますけれども、きょう、御紹

介いただいたような取り組み、これの一つ一つをますます広げていって、先ほど日之影町の

話、うまくいっているケースがありました。規模が違えば同じようなやり方ではいかないと

は思いますけれども、一番大きなこの宮崎市であっても、ほかの市町村であっても、それぞ

れのやり方が必ずあるはずですので、とにかく悪いことをする人たちに対して、地域の力、

見守りの力でこれを防いでいって、皆さんの財産を守って、安心・安全なまちづくり、暮ら

しというものを進めていく、それを目指してやっていく社会をつくっていきたいと思いまし

た。 

 我々消費者ネットみやざきも、消費者団体としてやれることをやっていきたいと思ってお

ります。 

 まとめとして非常に簡単ではございますけれども、私からの総括とさせていただきます。

どうもありがとうございました。 
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閉会挨拶     NPO法人消費者支援機構福岡理事長 朝見 行弘 氏 

 

皆さん、お疲れさまでした。消費者支援機構福岡の朝見でござ

います。 

 何で私がここに出てくるのかと、何で福岡がここに顔を出す

のかということを不思議に思っておりましたところ、この地方

消費者フォーラムというのは、2010年から始まっております。

全国を８ブロックに分けまして、県ごとに毎年開催をされてお

ります。2010年に福岡で九州・沖縄ブロックの第１回が開かれ

まして、それ以降、大分、佐賀という形で続いていって、きょ

うの宮崎がちょうど８番目ということになりました。そうする

と、さあ、来年からこのプロジェクトはどうなる、この事業がどうなるのかということは、

これは消費者庁の御判断になると思うのですが、振り出しに戻るというと、福岡かなという

ことらしいということに、はたと気づきまして、そこまで私は理解しておりませんでしたの

で、理解不足につけ込み型でやられたか、あるいは、ここでしゃべった以上は引き受けをと

いう作出型なのかわかりませんけれども、塩地実行委員長の陰謀かなと思っております。 

 しかし、このフォーラムも2010年の最初のとき、福岡で行ったとき、それから、大分で行

ったとき、大変よくわからない、どっちを向いているのだか、何をやっているのだかわから

ないという部分が多々あって、試行錯誤で８年後、きようは非常に明確な目的のもとにきれ

いに進行が進んでいったのではないかと思います。 

 次年度以降、こういうフォーラムが続くとすれば、同じことの繰り返しではおもしろくな

いというか、余り意味がないわけですから、これをさらに発展させていく必要があると思い

ます。それはどういう方向で発展させていったらいいのか。一つは、きょう宮崎で報告があ

りました、地域で防ぐ消費者被害という視点があろうかと思います。もう一つは、消費者契

約法の改正、今月の末には国会に上程されるだろうと思われます。それと同時に、成年年齢

の引き下げ、民法改正も提出されると思いますけれども、その被害を若年者、それから、き

ょう出ました高齢者、ここの救済をどうするのかということについて、考えを展開していか

なければいけないと考えておりますのでそういった大きく言うと２つの地域で防ごうという

ことと、判断能力が不足している者の救済の方向というものについて、これから考えていけ

たらよいのではないかと考えております。その辺、含めて、消費者庁で御検討いただければ

ということで、福岡審議官にお土産でございます。 

 ということで、きょうは長時間にわたりお疲れさまでした。どうも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宮崎 開催報告（速報）
九州・沖縄
ブロック

【テーマ】

地域でみまもろう！みんなで防ごう消費者被害

平成30年１月31日、宮崎市のホテルニューウェルシティ宮崎で
「地方消費者フォーラムin宮崎」が、地方消費者フォーラム（九
州・沖縄ブロック）実行委員会、消費者庁の主催で開催されまし
た。当日は「地域でみまもろう！みんなで防ごう消費者被害」を
テーマに、宮崎県を中心に九州、沖縄地方各県から156名と多く
の方に参加いただき、基調講演や多様な団体によるリレー報告
が行われました。

【日 時】 平成30年１月31日（水）13：00～16：00
【会 場】 ホテルニューウェルシティ宮崎（宮崎市宮崎駅東１-２-８）

実行委員長
NPO法人消費者ネットみやざき

理事長 塩地 陽介

宮崎県総合政策部長
日隈 俊郎 氏

独立行政法人国民生活センター
理事長 松本 恒雄 氏

消費者庁審議官
福岡 徹

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会
地域福祉部 地域・ボランティア課

課長 粟野 晃成 氏

宮崎警察本部生活安全部
生活安全企画課

企画指導補佐 中島 昌典 氏

宮崎県消費生活センター
所長 村上 悦子氏

NPO法人消費者支援機構福岡
理事長 朝見 行弘 氏

会場の様子

時間 内容
13:00 実行委員長挨拶

NPO法人消費者ネットみやざき理事長 塩地 陽介

13:05 消費者庁挨拶・報告
消費者庁審議官 福岡 徹

13:25 開催県挨拶
宮崎県総合政策部長 日隈 俊郎 氏

13:30 基調講演
『地域でみまもろう！みんなで防ごう消費者被害』

独立行政法人国民生活センター理事長 松本 恒雄 氏

14:10 休憩

14:20 リレー報告
１．宮崎県消費生活センター 所長 村上 悦子 氏

２．社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会
地域福祉部 地域・ボランティア課
課長 粟野 晃成 氏

３．宮崎県警察本部生活安全部生活安全企画課
企画指導補佐 中島 昌典 氏

４．日之影町社会福祉協議会
福祉活動専門員 甲斐 亮平 氏

５．株式会社セブン-イレブン・ジャパン
宮崎南地区ディストリクトマネジャー

奥村 敬介 氏

６．佐賀大学経済学部3年 常松 大聖 氏

15:40 質疑応答・総括
NPO法人消費者ネット宮崎理事長 塩地 陽介

15:55 閉会挨拶
NPO法人消費者支援機構福岡理事長 朝見 行弘 氏

日之影町社会福祉協議会
福祉活動専門員 甲斐 亮平 氏

株式会社セブン-イレブン・ジャパン
宮崎南地区ディストリクトマネジャー

奥村 敬介 氏

佐賀大学経済学部3年
常松 大聖 氏
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平成 29 年度「地方消費者フォーラム in 宮崎」＜アンケート＞ 

 

本日は「地方消費者フォーラム in 宮崎」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）消費者庁主催「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、消費者庁主催の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 in 宮崎」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）。 

 １．消費者庁からの報告 ２．基調講演 ３．リレー報告 ４．質疑応答・総括 

（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 

 

（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（                                  ） 

 

 

 

※裏面に続きます。 
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（問７）今回のフォーラムで 参考になった講演者等 の報告をご記入下さい（複数回答可）。 

併せてその理由もお知らせください。 

団 体 名 理       由 

  

  

（問８）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９）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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156 名

88 枚

56 ％

男性 45

女性 39

未回答 4

２０代未満 0

２０代 6

３０代 9

４０代 23

５０代 25

６０代 16

７０代 4

８０歳以上 1

未回答 4

消費者団体関係者 22

高齢者・障害者
（団体）関係者

5

教育（団体）関係者 2

弁護士・司法書士等
の専門家

0

消費生活相談員 10

事業者（団体）関係者 25

地方自治体 10

学生 1

一般 5

その他 5

未回答 4

開催地の市 37

開催地の都道府県 13

開催地の都道府県以外 32

未解答 6

◆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

51%
女性

44%

未回答

5%

２０代未満

0%

２０代

7%
３０代

10%

４０代

26%

５０代

28%

６０代

18%

７０代

5%

８０歳以上

1%

未回答

5%

開催地の市

42%

開催地の都

道府県

15%

開催地の都

道府県以外

36%

未解答

7%

消費者団体関

係者
25%

高齢者・障害

者

（団体）関係者
6%

教育（団体）

関係者
2%

弁護士・司法書士等

の専門家
0%

消費生活相談員
11%

事業者（団体）

関係者
28%

地方自治体
11%

学生
1%

一般
6%

その他
6%

未回答
4%



156 名

88 枚

56 ％

今回初めて
参加した

67 76%

今回で
2回目の
参加

8 9%

3回目以上 12 14%

未回答 1 1%

88 ###

結びついた 11 55%

結びつか
なかった

1 5%

どちらとも
いえない

6 30%

新しい活動や
連携した取組み
を実施する
予定である

1 5%

未回答 1 5%

20 ###

消費者庁からの
報告

10 9%

基調講演 28 25%

リレー報告 70 61%

質疑応答・総括 2 2%

未回答 4 4%

114 ###

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宮崎」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, 
76%

今回で

2回目の

参加, 9%

3回目以上, 
14%

未回答, 1%

結びついた, 
55%

結びつか

なかった, 5%

どちらとも

いえない, 
30%

新しい活動や

連携した取組み

を実施する

予定である, 5%

未回答, 5%

消費者庁からの

報告, 9%

基調講演, 
25%

リレー報告, 
61%

質疑応答・総括, 
2%

未回答, 4%



5 11

4 52

3 21

2 0

1 0

未回答 4

5 12

4 33

3 30

2 5

1 0

未回答 8

消費者教育 41 24%

高齢者の
見守り

30 17%

消費者被害 33 19%

消費者
市民社会

17 10%

食の安全 28 16%

適格
消費者団体

12 7%

その他 5 3%

未回答 7 4%

173 ###

（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

（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

5 4 3 2 1 未回答

11

52

21

0 0
4

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

12

33
30

5

0

8

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, 
24%

高齢者の

見守り, 17%

消費者被害, 
19%

消費者

市民社会, 
10%

食の安全, 
16%

適格

消費者団体, 
7%

その他, 3%
未回答, 4%



15

2

1

5

9

5

（問7）今回のフォーラムで参考になった団体等の報告

（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

セブン・イレブン・ジャパン

・企業の具体的なとりくみが知れた
・説明がわかりやすかった。
・SS活動。
・・コンビニ業界の取組み、消費者(市民)へ啓発必要。
・具体例が豊かに展開されていた。
・身近なコンビニの取り組みが有る事が知れた。
・コンビニエンスストアーの活動、取り組みを知らなかったので、勉強になった。
・SS活動の詳細がわかったので。
・24時間地域の見守りとなっているから
・セーフティステーション活動
・日頃、コンビニでどのような取組みがなされているか知る機会が無かったので参考になっ
た。
・SS取組～事業者・地域での消費者教育の手がかりの一つになった。
・民間の密着した取り組み

宮崎県社会福祉協議会

・民間との連携の取り組み
・見守りの大切さを感じた、地域との連携も大切！！
・見守りネットワークの具体的活動内容についての説明は参考になりました
・特殊詐欺が身近なところでも多く起こっているし、一般市民も詐欺被害を防止した事例も
多くあること。
・高齢社の見守り、被害防止の為、社会福祉協議会と各機関の連携は不可欠だと思いま
す。大変参考になりました。
・みやざき地域見守り応援隊の概要が理解できた。
・詐欺被害を防止した事例を聞いて、こんなに宮崎でも被害があるのだと驚いた。

宮崎県消費生活センター

・地方自治体の取り組みとして役立った
・宮崎の実態がわかり良かった。
・県での実状、取組の説明が分かりやすかった
・県内の消費者相談の内容について知ることができたから。

リレー報告
・各員の取り組み知ることでき、良かった…
・それぞれの状況と実態がわかり良かった。

基調講演 ・消費者被害の基礎知識が身に付いた

宮崎県警察

・録音電話の有用性がわかった。
・特殊詐欺の状況等について知れたから。
・警察のわかりやすい取り組み
・自動録音機を貸出していることを知れた。

＊作成しているパンフレットの内容に関して手を加える参考になった。

＊適格消費者団体の設立につながった

＊消費者市民ネットおきなわの会員になった

＊・所属機関の活動の参考になった。・関係論文を発表予定。

＊福岡市との「見守つ隊協議会」のつながりから、2017年12月に福岡市市民局と「消費者被害防止協定」締結へ、

個人・事業者交流会や地域での宣伝活動を一緒に行ないました。

＊県内のネットワークができた

＊いろんな分野での取組みの報告が聞けて参考になった

＊地域の店舗からの商品配達。(買いもの支援と見守り)

＊組合員へのお知らせや学習活動

＊消費被害の学習会、広報活動

＊地域見守り隊結成(県と協定)



3

15

2

1

2日之影ふれ愛ネットワーク
・見守りから支援まで生活者にとって、必要な活動を協力している。
・日之影の住みやすさが想像できた。すばらしい町おこしになっているのではと思った。

消費者庁 ・資料が(データが)豊富

・活動内容と結果が短かく分かりやすくまとめられており、参考になった。
・自身で学び、それで説明するためにまた自身のためになる。
・様々な機関も関係しており、質の高い消費者教育にもつながっている。
・熱心に活動している様子からかがえた。今後に期待できる
・・行政からでなく、市民からの発想、活動がすばらしいと思った。テキストもいい。
・消費者教育の取組みがとても新鮮で斬新で興味深かった。
・学生にも積極的に消費者教育に関わってほしいと考えている
・学生はネットワークづくりがうまい、次世代のリーダーとして頼もしいです
・学生がこのような活動をしているのに感動した
・他大学への広がりを期待する。(←大宮生の関心が薄いので)
・若い方の参加がいい。
・学生ならでは発想、また若い世代へ教育をされているから

佐賀大学

松本理事長
・現在執事中の論文の参考になったので。
・いつも興味深く拝聴しております。

国民生活センター
・相談・被害・対策など具体事例含め紹介された。
・高齢者が被害にあう理由が、(不安からくるもの、衰えなど、)よく分かりました
・高齢者被害等の実情や近年の状況分かった。

日之影町社会福祉協議会 34

・地域の中での活動が進化している事。
・高齢化した市町村がこれからどうすべきか勉強になった
・地域でかかえている課題だと思う。どこの地域でも取り組みたい所。
・地域全体で見守っている
・町全体が一つになっているモデルは非常に興味深かった。
・高齢者を見守る活動が、住民目線で考えられていると思った。
・町内での生活支援の取り組みが大変参考となりました。ユーズに合ったサービス作り良
いことだと思った。
・小さな町で互いが支え合う社会を作る手伝いをされていて、とても参考になった
・地域のニーズをとらえ対応につなげている
・サロンで買物ができるナイスアイデア！集客の工夫が参考になりました
・(地域密着の取りくみが分かりやすく、参考になった。生活支援など、町全体のネットワー
クが優れている
・高令者見守りに対する具体的な活動が参考になった。
・見守り＋生活支援の取り組み。
・ルールがなければ作ればいい。やればいいと積局的にとりくむ姿勢
・空き家を利用したりつどいの場を見守り＋生活支援の場としている
・ふれ愛ネットワークの取り組み
・移動販売等を通して地域のコミュニティをとても大切にしている。
・消費者安全地域協ぎ会の在り方について参考になったため。
・地域に根ざしている
・独自のネットワークを使った見守り＋生活支援がわかりやすかった。
・過疎地の独居高齢者に必要な取組と思う
・小さな町でありながら(小さな町だからこそ？)の地域に密着した取組に関心した。
・とてもわかりやすく、買物支援からの好じゅんかんが生まれているのがよかった。
・ネットワークが素晴らしい
・先進的な取組みを実行しており参考になりました
・地域全体で高齢者を見守っている事。
・見守りの大切さを感じた、地域との連携も大切！！
・他の社協の参考にもなるのでは。
・身守り活動。
・小さな中山間地域自治体の対策は参考になる。
・町での高齢者の方々のため町全体でネットワークを形成しでる様子が勉強になった。
・空き家を利用した拠点－ネットワーク形成。



（問8）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

＊末前に防ぐことは大切、回りに因っている人かいる場合など見て見ぬふりはせず、まず声かけする。

＊不審に思ったことがあれば、接極的に声かけしていこうと思った

＊テキスト作製と今後の消費者教育に積極的に取り組みたい。

＊高齢者を見守るツールがたくさんあることを知ることができた。そのようなツールを高齢者にも伝えていけるといいと思った。

＊消費者問題を家族で共有し、被害の防止に努めたい

＊現在サービス業に従事しており、地域柄ご高齢の客が多い。見守ること、小さなことを気にかけて少しでも手助けすることが

できればいいなと感じました。

＊見守りネットワークを構築するために、まずは、既存のネットワークから、少しづつ、範囲を広げる活動をすすめていきたいと

考えています。

＊身近な人に声かけする

＊所属大学での消費者教育の方法を考えたい。

＊自分に出来る消費者被害の未然防止に更にとりくみたいと思います。

＊日頃の業務を通して、特に高齢者で異変を感じたら、地域生活支援センターに情報をつないでいきたい。

＊何かあれば消費者生活センターに相談しようと思う

＊見守り活動としての配達サービスの強化

＊見守り＋生活支援(買い物支援) 見守り＋消費者被害防止のとりくみ。

＊今日学んだ内容や、情報を、広報紙を通じて広げていきたい

＊フォーラムで見守りネットワークの重要性を再認識して、地元でネットワークが効率的に機能するよう、活動していきたいと思

います

＊いつでも消費者被害になりうるので、こんごは、おかしいなと思ったときには、まず相談することが重要だと思った

＊携帯電話で話しながらATMに並んでいる人などには勇気をもって声かけして詐欺被害の防止に役立てたらと思う。また、家

族、親族にもこういった事例があることを話していく。

＊①見守り活動を強めたい ②見守り活動について、行政・社協との協力を深めたい

＊消費者教育の充実に向けた 情報収集

＊困ったことに出くわした時、プロにつなぐ(Telする)一覧表をつくりたい。

＊・社協、コンビニ業界の取組み等を、市民への啓発の内容に取り入れたい。

＊国の取組、国民生活センターでの取組、県での取組等を説明いただき勉強になった。今回の経験をふまえ、消費者行政で

の仕事に対する意識を高め作業していきたい。

＊156156地域の見守り隊への情報謀介

＊まずは、自身の学習とお知らせを強化していきたいです 高齢者の教育については、地道な努力を経て、信頼を得る事。

＊消費被害にあわないための講座等、講師派遣等のご協力をいただきながら開催したいと思います。

＊消費者として知識を身につけ、かしこい消費者になりたい。

＊私は地域の社協内で福祉協力員の活働をしています。日の影町社協の取組み方を紹介し、今後の自分達の活動に活かし

ていきたいと思います。



（問9）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

＊今後、どんどん高齢化が進んでいくので対応のやさしさ、多くの人に理解してもらうような取り組を行なって行って下さい。

＊孤立した高齢者同士がふれあえる場所をもっとふやしてほしい

＊いろんな問題なき寝入りしなくていいように、きちんと救済する法を整備してほしい

＊成人年齢引き下げに併い若年消費者の保護。

＊・消費生活相談員の増員と待遇の改善

＊消費者教育(特に小・中・高校)への取組み 学校や文科省との連携を深く

＊さらなる、地域住民や、若年者への消費者教育の推進を期待します。

＊買い物難民に対しての行政支援

＊このような取り組み(フォーラム)に消費者問題にたずされていない方々に興味を持ってもらう工夫が必要。(将来的な問題)。

＊消費者センターの役割が重要にはってくるを思いますが、ますます相談員の資質の向上も必要とされる事や、負担も増えて

くるを思われることから、消費者行政への受付金の継続を要請したい

＊行政だけでなく地域の方を利用して取組めたらいいかなと思います、その方法を考えていけたらと思う

＊とりあえず消費者契約法の改正を急いでほしい。

＊地域における消費者教育を受ける機会を増やして欲しいと思います。

＊「地域見守り応援隊」（全国での協定づくり）の主導、音頭を取っていただきたい。

＊民間・自治体との連携強化

＊必要な予算をきちんと確保してほしい。

＊地域での支えあい、情報を共有できる、場所があると個立しなくていいのかなと思います。楽しく集まれる所があるといいと

思います。

＊消費者問題への予算の確保

＊・自治体の予算確保の努力(宮崎だけでなく)の不足と依存体質が、国(財務省)から見限りられたのが今回の概算予算減に

つながった。 ・一般に、自治体自身が消費者行政の意義と基本理念を理解していない。

＊日之影の買い物支援でも役所からの出向者がていたが？一企業では経費の面でむずかしいとても多いと思う。補助金等導

入し、“広く、多くの企業”から募集してほしい。一部の利権にも、一部のボランティアにもならないように。

＊適格消費者団体及びめざす団体への財政的支援と情報提供など、強化してほしい

＊①適格消費者団体に対する、金銭的支援が必要。②消費者被害を防止するため、具体的な事例を広報して欲しい。

＊消費者行政交付金？が減少しているという報告だったと思います 予算が削減されているのでしょうか？情報の共有は大事

なことだと思います。充実を望みます。

＊消費者教育を推進と、より良い選択を消費者自らの力でできるような、社会、を創る、こと。

＊・消費生活センター職員(相談員)の雇用安定、地位の確保。 ・教育現場での、消費者教育の推進。→出前講座など学校現

場での啓発が、カリキュラム等の関係で要請がない

＊消費行政についてより国民に知っていただきたい。

＊高齢者宅への防犯電話器のおすすめ、情宜強化、レンタル等。

＊“カベ”を、うすく、低く 公と民と国で取り組みがすすむ事を希望いたします

＊学校教育の中で一コマでも二コマでも取り入れるのはいかがでしょうか。(小、中、高) 大人になると、自ら講座に足を運ぶん

は少ないと思います。

＊高齢消費者の見守りも地域防災に関しても、地域の人と人とのつながり、コミュニケーションが基本だな、と思いました。住民

が気軽に集える場の提供、魅力的な集える場の提供を期待します。



◆このフォーラムについての感想・意見

＊緊張しました。

＊・消費者を取り巻く環境は、月日は合わせて、様々に変化していく事が分かりました。何かあった時は、消費者セ

ンターにかけこもうと、思いました。

＊貴重な機会を頂きましてありがとうございました。

＊貴重なお話をお伺いすることができ、参加して大変良かったです。ありがとうございました。

＊リレー報告、各員の報告で、社会の様々な団体が消費者問題に取り組まれいる。知ネットワーク化など

＊大切なことをお聞きできて、よかったです。ありがとうございました。乱筆乱文で申し訳ありません。

＊いろいろな立場からの報告、大変、参考になりました。ありがとうございました。

＊知らないこともありました。となり近所の方とのふれあいも少なくなっている現在、身近かな、所でも、今回のよう

な話がきけるといいなと思いました。

＊リレー報告では様々な団体の方のお話しが聞けて、とても参考になりました。

＊防止、被害共に事例の紹介て詳細が聞きたい。

＊宮崎、で開催されていて、近くて行きやすかった中央の方が話され、最新進捗情報を知ることができよかったです

準備等、お疲れ様でした。

＊・県警、中島氏は「大好きはおばあちゃん」に著作権はないと発言したが、著作者人格権は存在している。「ない」

というのは著作財産権の部分。一律に「著作権はない」とはいえない。 ・「オレオレ」「置付金」は消費者問題ではな

い。

＊短時間の中で的確に内容を伝えていただき大変ためになったシンポシウムでした。

＊おつかれさまでした。ホークスパレードが成功に終わりますよう…。

＊進化する日之影「ふれ愛ネットワーク」、高令化の厳しい環境の中で素晴らしい活動だと思います、アッパレ！！

＊見守りについては自治体としての取組が必要となります。今回は当消費生活センターからは相談員のお参加さ

せて頂きました。次回は職員と一緒に参加出来れば良いと思いました。

＊リレー報告はこれ迄にない宮崎県警本部、セブン・イレブン・ジャパン、他県(主催県以外)の大学報告等、広く報

告され良かった。リレー報告後の質疑応答もより振り下げた内容で良かった

＊・フォーラム時体がの時間が足りないのではないか。かけ足の報告だった。 ・相談現場の生の声(相談員の報

告)等が必要ではないか。統計等はあまり必要ない。

＊支援の必要な人の個人情報は、どこまで共有できるのか、日頃からジレンマを感じています。
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