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１．開催概要・プログラム 
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 １．１ 目的 

安全・安心な消費生活の実現のためには、消費生活相談を受けられる体制整備、消費者自身の消

費者問題解決力の向上に加え、地域全体の消費者問題解決力の向上が求められる。 

 地域全体の消費者問題解決力向上のためには、地域の多様な主体が連携・協働し消費者問題に関

する取組を進めることが有効であり、消費者安全法の改正等を踏まえ、より具体的な成果につなげ

ていくことが求められる。 

 また、地域の活動を担う重要な主体であり、消費生活センターとの相互補完関係が期待される消

費者団体の活動を支援することが必要であるほか、地方のみならず国全体の消費者問題解決力の向

上のため、国と地方との連携を強化することが重要である。 

 これらを推進するため、これまでの交流のきっかけの場にとどまらず、更なる継続性のあるつな

がりの場として、フォーラムを開催する。 

 

１．２ 開催概要 

日 時 平成 30 年 12 月 19 日（水） 

    第１部 意見交換会 11:00～12:00 

        第２部 地方消費者フォーラム in 山梨 13:00～16:00 

場 所 ベルクラシック甲府 

    山梨県甲府市丸の内１-１-17 

    第１部 意見交換会 １階オリヴィア 

        第２部 地方消費者フォーラム in 山梨 ３階ユージェニー 

参加者 第１部 関係者 19 名 

第２部 登壇者、一般申込者、他 計 131 名 
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１．３ 「平成 30 年度地方消費者フォーラム in 山梨」プログラム 

 

時間 プログラム 発表者 

13：00- 

13：05 
開会挨拶 山梨県県民生活部 部長 立川 弘行 

13：05-

13：15 
消費者庁からの挨拶・報告 消費者庁 政策立案総括審議官 高田 潔 

13：15-

14：00 
基調講演 

「地域の見守りネットワーク構築に向けて」 

消費者庁消費者教育・地方協力課  

課長補佐 梅田 政徳 

14：00-

14：20 
団体・行政からの取組実践報告 

「地域の見守りネットワーク構築の取り組みについて」 

消費者支援ネットワークいしかわ 

理事・事務局長 青海 万里子氏 

14：20-

14：40 

「甲府市消費者安全確保地域協議会について」 

甲府市消費生活センター長 向山 秀樹氏 

14：40-

14：50 
休憩 

14：50-

15：50 

パネルディスカッション 

山梨らしい地域の見守りについて

 

＜コーディネーター＞ 

山梨県消費生活審議会 会長 

甲府市消費者安全確保地域協議会 会長 

山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授 

神山 久美氏 

 

＜パネリスト＞ 

山梨県 県民生活部 消費生活安全課 課長  

砂田 英司 

 

甲府市消費生活センター長  

向山 秀樹氏 

 

山梨県生活協同組合連合会 会長  

山梨県消費者団体連絡協議会 

代表幹事  志村 宏司氏 

 

あしたの山梨を創る生活運動協会 会長  

飯窪 さかえ氏 

 

消費者支援ネットワークいしかわ 

理事・事務局長 青海 万里子氏 

 

15：50 閉会  
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２．議事録
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開会挨拶 

立川 弘行 山梨県県民生活部部長 
 

皆様、こんにちは。只今ご紹介いただきまし

た、山梨県の県民生活部部長の立川でございで

す。本日は、年末の公私ともに大変お忙しい中、

消費者庁と私ども山梨県の共催による、この

「地方消費者フォーラム in 山梨」にご参加い

ただきまして、誠にありがとうございます。ま

た、皆様方には、平素より県の消費者行政のみ

ならず、県政全般に渡りまして、ご理解と多大

なご協力を賜っておりますこと、重ねて感謝申し上げたいと思います。 

 さて、山梨県では、日本全国でもそうですが、今人口減少という問題があります。そうい

ったことへの対策、あるいは、産業の振興、経済の活性化、さらには、県民の皆様方が安心

して安全で暮らせる地域作り、こういったことに向けまして、現在、「ダイナミックやまな

し総合計画」という県政運営の指針を作って進めているところでございますが、とりわけ、

消費者行政につきましては、一昨年の３月に、「山梨県消費者基本計画」を策定いたしまし

た。そして、これをもとに消費者施策の様々な事業を進めているところでございます。 

 この「消費者基本計画」については、３つの重点施策を定めており、１つは、住民の方に

身近な市町村における相談窓口の充実。２つ目が、高齢者の方々を始めとする見守り活動の

推進を図るという意味で、見守り体制の構築でございます。３つ目が、消費者教育の推進。

この３つを重点施策として、現在進めているところでございますが、１つ目の市町村におけ

る相談窓口の充実については、市町村の皆様方のこれまでのご尽力があり、県内２７の市町

村のうち２３の市町村で、共同も含めまして相談員がいる窓口の設置が進みました。 

 しかしながら、相談窓口自体があることをまだまだご存知ない方がいらっしゃいます。あ

るいは、相談窓口があると知っている方でもなかなか行くまでに至らない、あるいは、電話

をかけることさえストレスでかけられない、あるいは、被害に遭っているのにご自身では被

害に遭っていると感じていない、なかなか分からない方もいらっしゃると聞いております。 

そういった方々に対しては、やはり相談窓口だけでは不十分だということで、私が申し上

げるまでもなく、地域における見守り活動が効果的であろうと、県としても、市町村の皆様

方と連携し、消費者被害に遭わないための情報をしっかり流していく、あるいは、消費者被

害に遭いそうな兆しを事前に捉えて、しかるべきところに連絡していただく、そういった意

味での地域の見守り活動のネットワーク構築を進めていくわけでございます。 

本日のフォーラムは、まさに、この地域での見守り活動をどのように進めていくかをテー

マとしているわけですが、この後、消費者庁の消費者教育・地方協力課の課長補佐でいらっ

しゃる、梅田 政徳（うめだ まさのり）様から基調講演をいただくとともに、各分野で消
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費者問題に取り組んでいらっしゃる皆様からそれぞれの実践事例をご発表いただきます。

さらには、地域の見守りネットワークをどのように連携して協力していったらいいかとい

うことで、山梨に合った、山梨らしい見守りとはというパネルディスカッションも予定され

ております。 

結びになりますが、本日のフォーラムを通じて、地域における見守りネットワークの構築

が進むこと、さらには、それによって県民の皆様が地域で安全で安心して暮らせる地域づく

りにつながるようご期待申し上げるとともに、本日ご参加の皆様方の今後益々のご活躍・ご

健勝を祈念し、開会にあたっての挨拶とさせていただきます。 

 本日は何卒よろしくお願い申し上げます。 
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開会挨拶 

高田 潔 消費者庁政策立案総括審議官 
 

皆さん、こんにちは。消費者庁政策立案総括審

議官の高田でございます。本日は、ご多忙の中、

お忙しいところ、平成 30 年度「地方消費者フ

ォーラム in 山梨」にご参加いただき、誠にあ

りがとうございます。 

このフォーラムは、平成 22 年度より開催し

ております。ここ山梨県での開催で４７都道府

県全てで開催したこととなります。 

このフォーラムは、山梨県と消費者庁の共催、また、山梨県消費者団体連絡協議会、山梨

県生活協同組合連合会にご協力いただき開催しております。関係者の皆様のご尽力により、

本日、開催できましたこと、あらた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や、個々の消費者の力を高めるこ

とのみでなく、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ござい

ます。地域の活動の活性化がカギとなります。また、多岐に亘る消費生活に関する問題を解

決するためにも、地域における多様な主体が交流・連携することが、効果的かつ重要です。 

地域で活躍する多様な主体が交流・連携し、今後の活動につなげていくことを目的として

開催する本フォーラムが、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。 

挨拶はこの程度とさせていただきまして、次に、消費者庁の取組について、簡単ではござ

いますが、ご紹介させていただきます。お手元に「消費者庁配布資料一覧」を配布させてい

ただいておりますが、内容が多岐にわたりますので、簡単ではございますが、口頭にて説明

致します。どうぞ、そのまま開かずで結構でございます。 

消費者の安全・安心の確保は、消費の拡大、更には経済の好循環の実現にとって大前提の

ものでございます。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、「消費者の安全・安心な暮らしのための重点施策」を取りまとめてお

ります。本施策では、「誰一人取り残さない」持続可能な社会の実現に向けて、「政策課題に

対応した消費者行政を充実・強化」、「ＳＤＧｓの推進」、「生命身体の安全・安心の確保」、

「消費者庁の体制基盤の整備等」を４本の柱として重点的に取り組んでおります。 

「消費者の安全・安心な暮らしのための重点施策」で掲げた４本の柱を実行するため、平

成 31 年度予算の概算要求において、一般会計で約 145 億円と、前年比 20％増の要求を行っ

ております。近日中にも 31 年度予算案として閣議決定予定でございます。 

消費者庁においては、「どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心

が確保される地域体制を全国的に整備」することを目的として、「地方消費者行政強化作戦」
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を平成 27 年３月に策定しております。 

「地方消費者行政強化作戦」においては、当面の政策目標として、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解消、消費者教育の推進、見守りネ

ットワークの構築、の５つを掲げています。全国の各地方公共団体において、精力的に取組

を進めていただいており、多くの分野で進展が見られております。 

 強化作戦の今後の主な課題としては、小規模自治体における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上げ、消費者安全確保地域協議会の設置促進があります。 

特に「消費者安全確保地域協議会」の設置促進については一昨年４月の法律の施行以降、

各地方公共団体で設置に向けた取組を進めていただいていることと承知しております。未

だ全国で５万人以上の市町での設置数は９月時点で 88 市町という状況であります。今後、

各地方公共団体におかれましては、設置に向けた取組を進めていただく際には、関係機関、

関係団体の皆様にも、ご協力をお願い申し上げます。 

消費者教育は、被害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる消費者を育成し、消費者

の自立を支援する点で消費者行政上大きな意義があります。また、消費者教育については、

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、学校、地域、家庭、職域そ

の他の様々な場において推進することが重要であり、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ての消費者教育は極めて大切であります。 

その中で喫緊の課題の一つとして、成年年齢の引き下げを受けての、若年者の消費者被害

への対応が挙げられます。若者の皆さんが被害に遭わないセンス、騙されないためのセンス

を、消費者教育において身につけていただきたいと思います。これはなぜセンスかといいま

すと、皆さんご存知の通り、騙そうとする人は手口を変えてきますので、今こういう手口だ

と言って教えても、その子供が大きくなる頃には別の手口になっております。ですから、「あ、

これは危ない」、「これは怪しい」という風に、ピンとくるセンスを身につけていただくとい

う、学校教育での消費者教育は非常に重要になっております。 

消費者庁におきましては、高校生を中心に幅広い世代で活用できる消費者教育教材「社会

への扉」を作成し、全国の高等学校で使用いただけるよう働きかけを行っております。 

また、消費者庁におきましては、人や社会・環境に配慮した消費行動、倫理的消費、エシ

カル消費とも言っておりますが、この推進にも取り組んでおります。啓発イベントとして、

「エシカル・ラボ」を平成 27 年度から毎年開催しております。今年は、９月１日に秋田、

10 月 20 日に山口で開催しました。来年は京都で開催する予定となっております。 

その他、本日皆様を入口でお出迎えした消費者ホットライン１８８（いやや）のイメージ

キャラクター「イヤヤン」の広報など色々お話したいことは沢山ございますが、時間の関係

で、説明は以上とさせていただきます。 

最後となりましたが、本日のテーマ、「見守りネットワーク～消費者被害を防ごう！みん

なでやるじゃん！地域の見守り活動」。非常に重要なテーマだと思っております。 

知人の高齢者で 80 代の女性の方の例を紹介いたしますが、この方の携帯はいわゆる、ら
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くらくホンでございますが、そこに怪しいメールが来まして、それに返信もしてしまったそ

うですが、私がこういう仕事をしているのを知っておりますので、「これは大丈夫だろうか」

というご相談がありました。「危ないから相手にしてはいけません」、「これ以上返信しては

いけません」と、「メールだから相手はあなたの場所も名前も知りませんから放っておきな

さい」ということをお伝えすることができ、それ以降何もしていないそうです。これはたま

たま知人でしたが、地域において身近に相談できる人、ネットワークがあれば、色んな被害

が防げると思います。 

本日のフォーラムがご参加の皆さんのご参加を得まして、山梨から今後の消費者被害を

無くすための一助となることを期待して、私からの挨拶及び報告とさせていただきます。 

ありがとうございました。 
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基調講演「地域の見守りネットワーク構築に向けて」 

梅田 政徳 消費者庁消費者教育・地方協力課 課長補佐 

 

皆さんこんにちは、消費者庁 消費者教

育・地方協力課の梅田と申します。本日は地

方消費者フォーラム in 山梨におきまして、

基調講演の機会をいただき誠にありがとうご

ざいます。本日のフォーラムのテーマ「消費

者被害を防ごう！みんなでやるじゃん！地域

の見守り活動」に合わせて消費者被害防止の

ための見守りネットワークの構築ということ

を主なテーマとしていただいております。先ほど消費者庁からあいさつの中でもお話があ

りましたが、消費者庁では見守りネットワークの構築を全国で広めていこうということで

取り組んでいるところでございます。見守りネットワークが各地で構築されることは消費

者被害の防止に非常に効果的な取組であるので、各地域で取組を進めていただきたいと強

く願っているところでございます。 

本日のフォーラムでは、「見守りネットワークの構築」をテーマにパネルディスカッシ

ョン、それから県内での事例報告をしていただくという予定になっていると聞いておりま

す。私の基調講演では最初に消費者問題の現状というものを簡単にご説明させていただき

まして、そのあとに見守りネットワークの仕組みや見守りネットワークに取り組む意義や

効果について、約 40 分でお話をさせていただきます。皆様の今後の議論の参考になるよ

うな基調講演とさせていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは早速でございますが、消費者問題の現状ということについてお話しさせていた

だこうと思います。消費者白書からの引用ということになりますが、2017 年の消費生活相

談の件数は 91.1 万件が全国の相談の数になってございます。こちらのグラフをご覧いた

だくと、少し飛び出している 2004 年というのがありますが、ここ 10 年ぐらいだいたい 90

万件ぐらいの消費生活相談が毎年続いており、かなりの数の相談が全国から寄せられてい

る状況で、いわゆる高止まりという状況で消費者問題が続いているということだと思って

おります。お手元の資料に準備はしていないのですが、今日、高齢者の見守りがテーマに

なるかなということでスライドでは資料を準備させていただいてますけれども、やはり、

高齢者の消費生活相談件数というのが非常に多くて、こちらの下の図の左側になりますけ

れども、60 歳代が 17.6%であって、70 歳代が 12.6%、80 歳代が 6.4%、90 歳以上が 0.7%と

３割以上が高齢者からの相談ということで、非常に消費者問題の中でもかなりのウェイト

を占めていると思っております。先ほどありました通り、高齢者だけでなく、成年年齢の

引き下げも決まり、若者への消費者教育が一方で重要な課題になっておりますけども、本
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日は、高齢者の消費者被害というところにスポットを当ててお話しさせていただこうと思

います。 

さて、資料を見ていただくとおり、ボリュームゾーンとして高齢者の消費者被害が非常

に多くなってございます。高齢者の被害というものをいかに早く発見をして、どうやって

高齢者の消費生活、安全安心な生活を守っていくかというのに地域で取り組んでいくとい

うのが、非常に重要なことだと思っております。この後、高齢者の消費者被害として、

「実際どういう特徴があるのか」、「実際どういう被害があるのか」ということを少しだけ

ご紹介させていただこうかと思います。 

一つスライドを戻りますが、2004 年の相談件数が飛び出ています。青い棒グラフになっ

ているところが何を表しているかといいますと、架空請求による相談を表しています。

2004 年に架空請求による詐欺がすごく流行って、多かったということで、この年が 192 万

件という、全体の数がすごく多くなっています。一時流行って、少しずつ数が少なくなっ

てきたのですが、注目していただきたいのは、2017 年に 15.9 万件ということで、最近も

10 万件以下で続いていたんですけど、ここ 10 年で見て最大の件数になっています。架空

請求の相談の増加は、最近の消費者トラブルの中で大きな事案なのかなということであり

ます。 

実際にどういう被害が起きているかについて簡単に見ていこうかと思います。こちらの

資料では「中高年層からの架空請求はがきに関する相談が急増」とさせていただいてます

けれども、こちらの左側の図をご覧いただくと、ここが 50 歳代の女性が 25.4%、それから

60 歳代の女性が 49.9%になっていて、全体の９割近くが 50 代、60 代の女性というのが架

空請求はがきの相談の大層を占めているということになっています。実際になぜこのよう

なことになっているかと考えますと、おそらく架空請求はがきを送る業者というのが特定

の年代や特定の性別をターゲットとしてはがきを送りつけて被害を生んでいるということ

が考えられます。 

次に行きますが、「消費料金に関する訴訟最終告知のおしらせ」という形で、送り元

が、法務省管轄支局日本民事訴訟センター等、いかにも公的な通知らしいはがきを送っ

て、架空請求が行われています。実際に、こういうのが流行っているということを知って

いれば、おそらく払うことはないだろうと思いますが、特にここにお集まりの皆様方や消

費者部局で働いている人間は、「明らかに架空請求ハガキだよね」ということがわかるわ

けなんですが、実際に何も知らずにはがきが届いたら、「払わないと延滞がかかっちゃ

う」等、不安に乗じて利益を得ようとする悪質業者が、消費者問題の中でどんどん出てく

ることであると思います。情報が不足していることが、被害にあってしまうようなことを

生んでしまうのかなと思っております。 

こちらに準備させていただいたスライドは、消費者庁が行っている注意喚起の事例にな

っています。最近ははがきだけでなく封書というものも届いていますので、封書で届いた

ものも詐欺かもしれませんと情報提供させていただいております。実際に活動を通じて、
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皆さんに情報を提供して、だまされないようにしてくださいと、消費者庁も一生懸命やっ

ていますけれども、なかなか地域での住民の皆さんに届くっていうところで言うと、なか

なか浸透しない面もあり、地域でしっかり取り組んでいただくということも消費者被害を

減らしていくという意味ではすごく重要な取り組みである思っております。見守りネット

ワークであるとか、地域の住民の方々に消費者被害があります、というようなことを伝え

ていくことが大事なことであるということであります。 

それから続いて、次に高齢者の消費者被害の大きな特徴というのが、訪問販売購入によ

る消費者被害というものがございます。実際に、こちらも消費者白書からの引用というこ

とになりますけれども、訪問購入に関する消費生活相談件数の年齢別のグラフを見てみま

すと、65 歳以上というところが、非常に大きな割合を占めています。実際に言うと、約６

割が 65 歳以上の高齢者ということで、そのうち女性が多く、８割が女性ということにな

っているということであります。 

こちらも少し具体的な事例ということでお話しさせていただくと、いわゆる「押し買

い」というような形だと思いますけれども、不用品を売却しようと、リサイクルで不用品

買取のような理由で呼んだ購入業者に、リサイクル以外の貴金属とかアクセサリーとか高

価なものを強く見せるようにと言われまして、貴金属等を安いお金で買い取られてしまっ

た、取り上げられてしまった、というような事例が多く見受けられるというようなことで

ございます。 

こちらが、少し後でもお話しさせていただきますが、訪問購入における被害が、65 歳以

上、特に女性に多いというような話であります。自宅に長時間いることが多い高齢者や自

宅によくいる人はこういう被害にあいやすいということがあります。ひとりで家にいる

と、親身になって話を聞いてくれる業者を信じてしてしまうとかですね、高齢者をターゲ

ットとした形の業者が入ってくるというようなことがあると思います。こういう被害もど

んどんエスカレートしていってしまうというようなこともあると思いますので、早めの対

処が重要になってくるというような被害の一類型だと思います。例えば、クーリングオフ

をしようという場合も時間がたてばたつほど、被害の回復が非常にむずかしくなっていく

と思います。先ほどと重ねて、こういう被害が多いということをご自身で知っていれば、

怪しいかなと誰かに相談することにもつながっていくというようなことがありますので、

こういう被害にもしっかり目を向けていくというのが非常に重要なことだと思っておりま

す。 

それから、事例としては最後ということになりますが、「原野商法の二次被害に関する

相談の急増」というのがあります。こちらも高齢者の消費者被害として大きな問題となっ

ているところでございます。ここにお集まりの皆さんは消費者問題に精通されている方々

なので、ご存知のところかなと思いますけれども、原野商法というのはほとんど無価値

で、将来値上がりの見込みがほとんどない土地を、値上がりするかのように偽って売りつ

けるような商法であります。特に最近よくあるのが、過去に原野商法の被害にあってい
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て、「昔あなたが買った土地を高く買い取ります」と言って近づき実際に他の土地で無価

値な土地を高額な契約で、「1000 万、2000 万で買いましょう」「将来値上がりするから」

とだまして、契約を結ばせるというようなトラブルが大きな被害を生んでいるということ

でございます。被害金額を見てみますと、原野商法等は小さなお金ではなく、大きなお金

になるような傾向があります。 

こちらを見ていただくと、既支払額が実際に被害にあったと相談があった時にはすでに

お金を払ってしまった金額の１件の金額の平均が 162 万と、かなりの額の被害になってい

るということであります。後ほど話もさせていただこうかと思いますが、162 万ではな

く、もっと高額な 1000 万、2000 万という形で財産をとられてしますというような被害も

ありまして、こういった場合は生活そのものを壊してしまうということにつながるような

消費者被害が多く見受けられるというようなことでございます。 

続きまして、ここからは少し「地域での見守り」ということについて、必要性を含め

て、見守りにつながるような相談の特徴ということで話を続けさせていただければと思い

ます。地域での見守りということに関しましては消費者被害にあいやすい人、いわゆる脆

弱な消費者を守っていくことが見守り活動の中ですごく重要なことだと思っております。 

向かって左側のグラフの赤いところを少しご覧いただければと思いますが、こちらも先

ほどの話と重なりますが、上が全体ということになっておりまして、販売購入形態別の消

費生活相談割合ということになっておりますが、こちらのボリュームゾーンというのが、

いわゆる全体というところで言うとインターネット通販であったりとか、店舗購入であっ

たりがボリュームゾーンということになっているのに対して、資料上、認知症等の高齢者

となっておりますが、赤字の囲みに注目していただくと、訪問販売が４割ぐらい、電話勧

誘販売が２割ぐらいということで、訪問販売であるとか、電話勧誘販売の被害が約６割を

占めているということで、通常の方のトラブルと少し性質が異なるということがあると思

います。判断力の低下に乗じたトラブルが起こることなどが大きな特徴だと思っておりま

す。 

向かって右側のグラフがありますが、こちらが認知症等の高齢者に関する消費生活相談

件数になっています。こちら注目していただきたいのが、数としてもすごく多くて 9000

件ぐらいあるので非常に多いということになるのですが、ピンク色と青色という形で棒グ

ラフ分けていますが、ピンク色が契約者と相談者が異なるというもの、青色が契約者がご

自身で相談してきたものの割合になってございます。たいてい、普通に生活していく中で

トラブルに遭った際には、子供であれば、契約者と相談者が異なり、親が相談することが

あると思います。認知症等の高齢者についてもご自身でなかなか相談するというのが非常

に難しいというのがデータでもわかります。こういうところでもご自身で相談することが

難しい人が相当程度いるということがありますので、こういったところを周りがサポート

してあげなければならないということが一つ認知症等の高齢者に関する消費生活相談とい

うところを切り口に考えてみると、一つ言えることなんだとあります。 
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それから続きまして、見ていただきたいのが障害者の消費行動と消費者トラブルという

ことであります。今、高齢者で認知症等を患っている方は認知機能の低下に乗じて消費者

被害にあいやすく、なかなか自身で相談の現場につなぐのが難しいという話をしました

が、同様に障害を持つ方というもの消費者被害にあいやすいという性質を持っているので

はないかということであります。こちらも消費者白書からの引用ということになります

が、左側のグラフを見てみていただくと疾患の種別で分けてますが、精神障害、知的障害

を持たれている方、それから発達障害を持たれている方というようなことで、こちら買い

物を指向していますというのが障害を持たれている方も消費に関心を示しているというグ

ラフであります。注目していただきたいのが右側であります。右側の方で、何らかの消費

トラブルにあったことがありますと回答した方の割合を示しております。こちら見ていた

だくと精神障害を持たれている方が 37.2%と４割近く、それから知的障害を持たれている

方が 20.3%、発達障害を持たれている方で３割弱ということになっております。こちらは

障害を持たれている方を対象としたアンケートということになっており、同じアンケート

ということではありませんが、消費者意識基本調査ということで一般の方々に向けてのア

ンケートも行ってますが、こちらで言いますと消費者トラブルを経験したことがあると回

答した方は 7.7%ということであります。一概になかなか数字を比べることは難しいデータ

であるかもしれませんが、障害を持たれている方は消費者被害にあいやすいというような

ことがこういったところからの示唆をされて、実際に周りの方が気を付けてあげて、消費

者トラブルにあわないように、あった時に即座に解決できるように見守っていかなくては

いけない人たちだと思っております。 

こちら、今後の展望も含めて申し上げますと、ひとり暮らしの高齢者というのが今後も

増え続けていくということになっていまして、こちら、全国の数字になっていますけれど

も、今後もより一層消費者被害の防止ということに向けて、見守り体制を地域で作ってい

くというのが非常に重要な課題になっていくと思います。山梨県につきましても国立社会

保障人口問題研究所の推計によりますと、2015 年では 28.4%の 65 歳以上の高齢化率、こ

れが 2045 年には 43%になるということであります。さらに言えば 75 歳以上の割合という

ことになりますと 2015 年では 14.5%というところですが、2045 年には 26.7%まで上がって

くると、75 歳以上が４分の１というようなことになってくるということであります。やは

りこういったところからも今後の見守り活動を地域で行っていく重要性がますます高まっ

てくるということでありますので、早くから見守りのネットワークを早くからきちんと整

備していくことが非常に重要な取り組みだというふうに思っております。 

これまでの話ということで一度まとめさせていただこうというふうに思いますが、高齢

者の消費者トラブルの特徴ということで言いますと、一つは加齢に伴う判断力の低下がみ

られて、プラスアルファで言うと、契約や同種の被害に関する情報が不足しがちであると

いうこと、昼間にひとりで在宅していることが多くて訪問販売、電話勧誘販売にあいやす

いということがあります。それから、人を疑わないで話し相手になってくれる販売員を慕
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って契約してしまうというようなケースがあるというのが特徴としてあげられるというよ

うなことであると思います。それからこういったトラブルに遭いやすい理由を言います

と、家族や親族との関係がだんだん希薄になってきてしまって、孤立をしてしまっている

人が多いと、高齢者の３つの不安ということでお金・孤独・健康に付け込まれた、被害が

生じやすいということがあると思います。 

実際に不幸にも消費者被害にあってしまった場合、誰かに相談をする、それから専門家

に相談をする、これが解決の近道ということになると思いますけれども、実際に被害にあ

ったと自覚をしても、恥ずかしいだとか、家族に迷惑をかけたくない、実際に家族に言っ

て、何でこんなことをやったのと怒られたくない、自分が騙された自分が悪いんだと思っ

てしまうということが少し傾向としてあるんだろうというようなことであります。それか

ら仮に自分で家族や周りの人に言わなくても直接相談ができるだけの判断能力があって

も、そもそも消費生活センター等、相談窓口があるということを知らないといった場合に

は、なかなか解決につながるような専門機関への紹介である等、そういったところにつな

がらない要因になってしまっているんだろうと思います。 

それから、実際に被害にあってしまった場合、次々販売であるとか原野商法の例もあり

ましたが、支払金額が高額になってしまうというのが高齢者の消費者トラブルの特徴の一

つであると思います。それから判断が低下してきてしまっているという中で契約した経緯

の証明、それから、判断能力が不十分であったことの証明、こういうのもなかなか難しい

ということになってしまうということが高齢者の消費者トラブルの解決になかなかつなが

らない原因の一つになっていると思います。実際にこうしたお話しさせていただいた通

り、高齢者の消費者被害の防止というのは、被害の早期発見、それから救済ということ

が、すごく重要なことなのですが、なかなか相談につながらないというような特徴を言い

ますと、やはり高齢者本人が消費生活センターに相談するというのでは遅いということ、

そうすると被害も生まれてしまって、もうどうしようもない状況になってから相談があっ

てもなかなかそれで生活を取り戻すというのが非常に困難になってしますというような現

状があると思います。 

一方で本日も消費者行政部局消費生活相談員の方も多くお見えになっていると思います

が、消費者行政の行政部局だけでこういった被害の掘り起こしであったり、発見するとい

うのは非常に困難であるし、限界があるというふうに思います。こういったことから、高

齢者の方々に直接日常的に触れ合っておられる方、そういった方が見守りの活動の担い手

となって消費者被害の防止に取り組んでいただくという仕組みを作っていくというそうい

った方々がそういった被害を発見したときにすぐに消費生活センターにつなぐといった仕

組みの構築というのが、非常に重要なことだと思っております。 

今日も入り口で「イヤヤン」が入り口で皆さんをお出迎えをさせていただいたと思いま

すが、実際見守る方も被害にあわれた方もそうですが、相談窓口があるということを広く

知っておくということも非常に重要なことであると思います。現状で言いますとこの消費
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者ホットライン「１８８」という番号を知っているというひとというのは全体の 6.6%しか

いませんというのが現状としてあります。なのでこういう形で消費者庁もこの「イヤヤ

ン」のキャラクターをつくって認知度を高めようという取り組みを行う等、様々な手法で

消費者ホットライン、消費生活センターというものの機能というものを発信しているわけ

ですけども、地域の皆さんが実際に住民の皆様方に消費者ホットラインというものがあっ

て何かあったら電話するといいよというようなことを広く広めていただくような活動を、

ぜひとも見守りのネットワークの中でも重要なところなのかなと思っております。 

それでは少し、事例を通じて、見守りネットワークの仕組みというようなことで話をさ

せていただきたいと思います。こちら事例というものが書いてありますけれども、こちら

原野商法によるものであります。読み上げさせていただくと、夫 94 歳、妻 91 歳の高齢の

夫婦がいらっしゃいました。ある日、この高齢者宅に頻繁に見知らぬ業者が出入りしてい

ることを不審に思った隣人が、民生委員の方に相談したということであります。民生委員

が高齢者宅を訪ねまして、生活の様子を見てみました。実際に話を聞いてみると、夫は以

前から、業者に勧められ、他県に所有する土地の交換契約を繰り返していることがわかり

ました。これは先ほど話したいわゆる原野商法の二次被害ということに民生委員の方が気

付いたということであります。民生委員の方は気付いたので「消費生活センターへの相談

してください」ということを強く勧めたということであります。ただ、業者の方もうまい

というか、完全に信じ切ってしまって、うそをついているのは業者の方ではないというと

ころで、なかなか消費生活センターへ本人からの相談にはつながらなかったという事例で

あります。その２ヵ月後ということで、被害にたびたびあい、 裁判所から「自宅仮差押

え」の通知が届き、どうしていいかわからなくなった高齢者本人が遠方に住む娘さんに相

談したというところであります。娘さんは信頼できる相手で娘さんからの説得で、何とか

消費生活センターへと相談がつながりました。そのあと実際には、地域包括支援センター

に協力を求めて、地域包括支援センターの方から消費生活センターの方に生活の状況を聞

き取ってもらい、FAX などもしてもらいましたが、すでに取り戻すのが困難な状況に陥っ

ていたということであります。そのうえ、お金を取られたということだけでなく、自宅ま

で取られてしまうとこまで発展してしまってから、センターの方に届いたというようなこ

とがあります。このようなことが事例として実際にありましたということであります。 

こちら、その下に、このような被害を拡大させないためにはどうしたらよいかというこ

とで、書いてありますが、こちらの実際にこういった被害があった時にどうしたらよいか

というのが、本日の講演の主題であります、消費者安全確保地域協議会、地域の見守りネ

ットワークの仕組みということになろうかと思います。少しだけ法律的なことをお話しさ

せていただきますと、こちらの消費者安全確保地域委員会、こちら平成 26 年に消費者安

全法改正したときに地方公共団体において地域で高齢者等を見守るための消費者安全確保

地域協議会を組織できるというようなことで定められたものであります。28 年４月１日か

らこの法律が施行されています。この趣旨ということで言いますと、繰り返しになります
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が、高齢者、障害者それから認知症等によって判断力が不十分となったような人に対する

消費者被害を防ぐために地方公共団体の関連部局、それから地域の関連団体とが連携した

消費者安全地域協議会を組織、それによって、消費生活上特に配慮を要する適当な接触を

持ちながら、その状況を見守る中で消費者被害の未然防止それから拡大防止に取り組んで

いただくというものであります。 

イメージということで言いますと、この図にありますように、地方公共団体が事務局と

いうことになりまして、消費生活センターということで消費者被害の回復や解決に直接取

り組む機関である消費生活センターと、実際には被害の探知を発見しやすくて日々の活動

の中で高齢者とよく接するような方々ということで地域包括支援センターや警察それから

消費生活協力員、事業者の方々、消費者団体の方々、こういった方々がメンバーとして入

って消費者被害の防止に地域一体で取り組むということであります。法的な話で申し上げ

ますと、特徴的なのは、個人情報の例外規定が定められていることがあげられます。地方

公共団体、国の行政機関、それから事業者も含めてということでありますけれども、個人

情報を第三者に提供するというのは個人情報保護法であるとか、条例によって法令に基づ

く場合を除いて、原則禁止ということになっています。改正消費者安全法ということで言

いますと、罰則規定を設けたうえで、消費者安全確保地域協議会の構成委員間で必要な個

人情報の情報共有というものを可能にしていると、いわゆるこれが個人情報保護法の法令

に基づく例外規定ということになりますので、これによって個人情報を関係者間の中で共

有できるというのが、協議会の一つの大きな特徴となっております。 

先ほど例にもありましたが、実際になかなか本人の同意が得られないケースというのが

特に認知症の方であるとか、精神疾患を持たれている方に関しては、「明らかに被害にあ

っているだろう」と見守る者が思っても本人の同意を取り付けるのが非常に難しいケース

がたくさんあります。そういった時には協議会というのをつくっておくと実際にこの人が

被害にあっているからどうにかしなければと、専門の機関である消費生活センターにつな

いで解決につながり、早期できるというのが、協議会をつくる上での大きなメリットとい

うことであります。一方で、構成委員などの要件は規定などで規定はしていません。事務

局を基本的に地方公共団体が担うと法律上明記しているという程度でございまして、地域

の実情に応じて見守りの体制をつくっていただくという法の立て付けになっています。消

費者被害ということだけではなく、見守り活動に関しては、福祉の分野、防災の分野、こ

ういったところでも見守りのネットワークがあると思います。既存のネットワークを活か

して、消費者被害を防ぐというのも一つのやり方でありますし、そういった既存のネット

ワークを活用しながら、消費者問題に取り組んでいただきたいということであります。あ

とは「個人情報を取り扱うということもなかなかハードルが高いよ」、ということがあり

ましても、まずは、顔の見える関係を築くというところからはじめまして、構成委員間の

緩やかな連携というところから消費者被害の防止に地域ぐるみで取り組んでいくというこ

ともありうるのかなと思っております。実際には次に示してますけれども、消費者被害防
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止のフローというようなことで実際に被害にあった場合にどういうように対応していけば

よいかというものを関係者間で共有していき、実際に「この時点でセンターに言えばいい

んだね」とか、早い段階から協議会をつくっておけばすぐにセンターに通報できるという

のも１つのメリットであると思います。 

それからこちらは消費者庁で取り組んでいる見守りのネットワークの設置促進というこ

とで冒頭にもありましたが、人口５万以上の全市町で消費者安全確保地域協議会をつくろ

うと、目標は５万人以上ということでありますが、どの地域でも特に高齢化が進んでいる

地域であればぜひとも見守りのネットワークを各地で設置していただきたいということで

あります。実際には今全体で 182 自治体ということにとどまっておりますので、この活動

を各地で取り組みを進めていきたいということであります。幸いにというか、山梨県さん

一生懸命頑張っていただいておりまして、今 10 個の自治体をカバーしているということ

でありますので、この協議会の取組を引き続き頑張っていただきたいと思っております。 

それから時間がなくなってきてしまったのですが、消費者庁の方で今、昨年の７月から

徳島に新未来創造オフィスということで、実証実験の実証フィールドということで、いろ

んなプロジェクトをやってますけども、その中の一つとして消費者安全確保地域協議会と

いうものの設置にも取り組んでおります。徳島県の話でいいますと、実際にかなりの数が

できていて、今こちら 13 協議会となっておりますが、24 の自治体にうち、18 の自治体が

消費者安全確保地域協議会の設置が進んでいるということでありますので、こういった形

で徳島の事例を皆様の参考にしていただければと思います。   

それから、最後に滋賀県の野洲市の例を少しだけご紹介させていただきます。野洲市は

個人情報保護法の例外規定というのをかなりうまく活用していただいている事例で、先ほ

ど個人保護法の例外規定でお話しませんでしたが、改正消費者安全法では国の行政機関、

消費者庁が持つ消費者被害の情報を活用することも可能になっています。こちらも個人情

報保護法の中で国が持っている個人情報は自治体にお渡しすることはできないことになっ

ているのですが、消費者安確保全地域協議会をつくれば、消費者庁が行っている、特商法

の行政処分をするために入った悪徳業者から押収したような顧客名簿の情報を渡すことが

できます。先ほど申し上げましたが、一度被害にあった人は複数回被害あうケースが非常

に多いですし、こういった名簿が悪徳業者内で出回っているケースがありますので、こう

いった被害にあいやすい方にターゲットを絞って、重点的に見守り活動を行うのも協議会

をつくる上でご活用いただきたい制度ということになっております。 

時間が迫ってまいりましたので、少し飛ばさせていただきますが、最後に、先ほどの事

例に重なりますが、協議会ができたらどういうことがありますかというお話しで言います

と、事例に合わせてお話をさせていただくと、蟹の送り付け商法でトラブルが起こること

があります。こちらの話で言いますと、宅配業者が、何度も高額な蟹をお宅に運んでい

て、明らかにこんなに蟹を食べるわけがないですし、何か被害にあっていることが分かり

ました、ということでありますが、先ほど申し上げました通り、直接被害にあっていると
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いうことですぐに鈴木さんが被害にあっているということが分かったからといって、セン

ターに「被害にあってます」ということが言えないというのが、壁としてあるということ

であります。こういったときにステップを踏まなければいけないということで、Ｂの協議

会未設置の場合ということで言いますと、宅配業者の方が宅配業者の責任者に言って、本

人を説得して、そこから地域包括支援センターに協力を依頼して、センターにつないでい

くと、かなりのステップを踏まなければならないということで、結局相談につながらない

というケースがあります。実際に宅配業者も消費者安全確保地域協議会の構成員というよ

うな形になっていた場合には鈴木さんが被害にあってますというようなことを共有できる

ということで早期の発見で早期の解決につながるというようなことがあろうと思います。 

最後駆け足になってしまいましたけれども、消費者安全確保地域協議会の地域の見守り

活動が重要な取り組みだと思っております。最後に消費者安全確保地域協議会の活動への

期待ということで少しだけお話をさせていただきます。消費者被害は様々ありますけれど

も、高齢化を背景といたしまして、消費者被害にあう可能性の高い見守りの必要な方が非

常に増加しているということだと思っております。見守りが必要な方々で言えば、緊急時

には防災、平時でも病気など様々なリスクを抱えていると思います。先ほど既存のネット

ワークを活かしながらというお話ししましたけれども高齢者の安全・安心を守っていくと

いうことで言うと、消費者被害というのも非常に大きなリスクということでとらえられる

と思います。自分はあわないと思っている方も多いと思うのですが、実際にこういった被

害にあってしまうケースで損害を取り戻せない被害も非常に多くあります。命の安全、健

康の安全は最も重要といっていいと思いますが、消費者被害にあうと経済的・精神的に大

きな傷を抱えて、生活を壊してしまう可能性のある非常に重大な問題だというふうに思っ

ております。やはり地域の住民であるとか、消費者生活の安心安全を守るということに関

しては地域の力を結集して、消費者被害に目を向けた地域での見守り活動というのが求め

られるというふうに思っております。何かおかしいなと思ったり、消費者被害に気付いた

時には「１８８、消費生活センターへ」ということを、見守りを行っていただく方を中心

に多くの人に共通の理解を深めて地域での消費者被害の防止につながるような仕組みの構

築、それから活動を広めていっていただきたいと思っております。 

地域の見守りということに関しましては、行政の関係者それから福祉の関係者、事業者

それから消費者団体、様々な主体が連携・協力してつながりを持つことが何よりも重要で

あると思いますので、ぜひとも皆さんの地域の力というもので消費者被害の防止、それか

ら安全・安心な地域づくりを行っていただければと思っております。以上、私からのご報

告とさせていただきます。ありがとうございました。 
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団体・行政からの取組実践報告 

「地域の見守りネットワーク構築の取り組みについて」 

青海 万里子氏 消費者ネットワークいしかわ 理事・事務局長 
 

皆さんこんにちは。私からの報告はこちらの

冊子の 27 ページからとなります。私実は生ま

れも育ちも神奈川県、高校まで住んでおりまし

たので甲府に来るには新宿から一本、すぐ来れ

る印象があったんです。でも昨日、甲府に参り

ますには、北陸新幹線で金沢から長野、長野か

ら松本、そして甲府と３つの路線を乗り継いで

来て非常に遠いんだなということを実感して

おります。皆さんも多分北陸とは、縁遠いのではないかと思います。 

実は北陸には適格消費団体というものがありませんでした。2012 年度全国に 12 団体あ

ったのですが、ここ北陸は真っ白ですね、この時に適格消費者団体がない地域は北陸、東

北、そして四国でした。最初に適格消費者団体の活動を報告させていただきますが、適格

消費者団体がないとどういうことが起こるかということです。北陸には大きな電力会社が

一つあるのですが、こちらには、早収料金・遅収料金という制度がありました。実は全国

の電力会社がこの制度をやっていたんですが、消費税が上がるタイミングから順次変わっ

ていきました。しかし、適格消費者団体がない北陸、沖縄、中国地方には最後までこの制

度が残っていまして、20 日以内でしたら早収料金で、21 日目からは早収料金に３％加え

た遅収料金が徴収される、10000 円の早収料金であれば 10300 円になるわけで、300 円ぐ

らいならしょうがないかなと思われる方もおられるかもしれませんが、消費者契約法の９

条２号には 14.6%を超える遅延損害金は無効となっています。こうしてみますと、20 日を

１日過ぎた場合、1095%、これがだんだん下がって 75 日になってやっと 14.6%と、不当に

高い遅延金を払わされていたということです。これを申し入れいたしまして、今では 10%

の割合を乗じてというように直していただきました。ほんとにこの申し入れをしたことに

より、適格消費者団体が地域にないということは、このようにして一般の消費者の皆さん

が損害を被ることがあるんだなと実感いたしました。 

私たちが適格消費者団体をつくるにあたって、もともとは消費者団体連絡会がありまし

た。そこをスクラップアンドビルド、発展解消するような形で新たに弁護士さん、司法書

士さん、消費生活相談員さんや県内の主だった消費者団体の皆さんに参加いただきまし

て、2013 年の暮れも押し迫った時に設立をいたしました。そして、昨年の５月全国で 16

番目の適格消費者団体に認定されました。認定されましたらものすごく忙しくなりまし

た。相談も大変に増えてきましたし、何より委託事業が増えました。本当に死ぬかと思い

ましたけれども、そういった委託事業の一つとして今から報告させていただく取り組みを
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いたしました。今、適格消費者団体は全国に 19 団体あります。そのうち３つ☆印があり

ますのが特定適格消費者団体でこちらは、被害回復も行えるという団体になります。こち

らの山梨でも適格を目指して準備をされていると聞いていますので、ぜひ１日でも早く適

格の認定をとれるように頑張っていただきたいと思います。 

こちらがその委託事業です。今日お持ちしましたこちらの冊子、マニュアルを作るとい

う委託をいただきました。もっといっぱい印刷しておけばよかったのですが、残部が少な

くなってしまいまして、石川県のホームページにデータがありまして、ダウンロードして

プリントすることができますので、くわしくはそちらをご覧いただきたいと思います。石

川県は合併で村がなくなり 19 市町あるのですが当時は４つの市町が消費者安全確保地域

協議会をつくっていた状態でした。すでにできているところ、まだできていないところが

あるので、両方に役に立つような形でのマニュアルを作りましょうということで、マニュ

アルの編集会議を立ち上げました。地域協議会ができている自治体の担当者、それから福

祉分野とまちづくり分野の大学の先生にもご参加いただき、県社協、それから私どもの会

にある消費者団体の皆さんが参加している消費者部会の委員、所管課である県の生活安全

課の課長さん、そしてデザイナーの方たちにも協力いただき、まずやったことは地域協議

会ができている自治体を訪問してヒアリングをしました。 

こちらが冊子の本編になるのですが、ちょっと色が薄くて申し訳ありません。まずは見

守りネットワーク構築のフロー図です。福祉系のところですでにできているところがある

ので、既存の組織がありますか？それでイエス・ノー。「もしあるならそこにプラスする

形で、消費者の情報を入れていただくような形で既存プラス型にしてみてはいかがです

か」、「いや、でもそれではなかなか会議の中でもちょっとしか時間が取れないのでいっそ

のこと新設しましょうか」、というような形でそれぞれの自治体で選んでいくようなフロ

ーチャートを作りました。そして先ほどのご紹介にもありましたが、個人情報を取得しま

すか？しませんか？、イエス・ノーっていうように自分の自治体に合った形を選んでいく

ようにしました。 

いくつかご紹介をしたいと思います。まずは先ほど消費者庁からのご報告にもありまし

たが、設置基準は５万人以上ということになるのですが、実は小さいところの方が作りや

すいということがヒアリングをして分かりました。こちらは石川県の能登町、能登半島の

真ん中にあるのですが、人口が 17000 人の小さな町です。小さい街ですから日ごろのネッ

トワークというのができていました。小さいですから「～さんのところのおばあちゃんが

ね」と言えばすぐに現地に駆けつけることができるという機動力がありましたし、町の庁

舎の中でも福祉部門と消費生活部門の連携が普段からあって「ねえねえ、あそこのおじい

ちゃんがね」っていう話で情報を取りやすかった、連携しやすかったという環境がありま

した。ひまわりネットワークというのですが、核になる部分はいろんな団体さんに集まっ

てもらっての会議、そこで消費生活部門でも情報を提供したり、いろんな被害の実態もお

話ししたりということで、ここに蜂がぶんぶん飛んでますがここが緩やかなネットワーク
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でして、生協だとか牛乳配達だとか、消防団だとか日頃から皆さんと接している、現地に

入っていらっしゃる方がこういうことがありましたよっていうことを逐次、情報を入れて

いただくようなネットワークというのが簡単にできたというお話をお聞きしています。 

こちらは能美市の方で新たに作ったという事例です。こちらはすでにしっかりした福祉

部門の会議があり、そこに消費者部門の情報を入れたいんですが５分、10 分しか時間をも

らえないということから、新たに作ったというケースです。こちらの場合はシンプルに作

ったおかげで、会議もスムーズでやりやすいと聞いています。 

それから残念ながら石川県ですでにできていたところは、個人情報の取得というところ

までやっているところはありませんでした。非常にハードルが高いのかなと思います。野

洲市さんに取材をさせていただいて、紹介しています。なかなか個人情報をとなると協議

会のメンバー全員で共有することは管理の問題で難しいですので、コアのメンバーだけで

個人情報をやり取りする、その都度、消費者被害者の「かもリスト」などを入手されて、

この人を見守らなければならないという課題に応じてプロジェクトチームを作るといった

お話をお聞きしております。 

そして、運営です。せっかく作った協議会を棚ざらしにしないで活性化していくために

どんなことができるかといったようなことで今後のネットワークの運営というところで

す。ここについては気配りのポイントということで簡単にご紹介をさせていただきます。

たいていは福祉部門の方で既存の組織ができているところが多いですので、そういったと

ころとの連携をぜひ図っていただくということと、そこと別に作った場合は、たいてい参

加していただくのは民生委員であったり、警察の方であったり、老人クラブの方であった

りとか、あっちにもこっちにも参加するような結果になりますので、その違いを明確にす

るということも必要であろうということで、ここでまとめております。 

この委託事業は昨年度はマニュアルを作成しまして、そのあと、アドバイザーとして入

っていただいた、福祉とまちづくりの専門の方から、日ごろの町づくり、地域のネットワ

ークの作り方、そういったところをアドバイスいただき、先進の事例をお持ちの千葉の拝

師弁護士、日弁連の川本弁護士などにもお話していただくようなセミナーを３回やってお

ります。一つお話をし忘れていましたが、なぜこのネットワークちばに来ていただいたか

と言いますと、石川県の場合も規模の大きな市はハードルが高く、まだ端緒が見いだせて

いないという状況です。大きな市であるほど、福祉部門と消費者部門との間に大きくて深

い川が流れている場合があり、そこに橋を架けるのは至難の業ということで、千葉市の場

合は拝師先生や弁護士会が中心になって、大きなシンポジウムを開催したそうです。そこ

に市長さんをお呼びして「協議会をつくる」と発言する場面を演出したというような実績

があったそうで、その話をぜひしてくださいとお願いして来ていただき開催しておりま

す。今年も引き続いて委託をいただきました。今回は山口県が石川県と同じ 19 市町を抱

えているほぼ似たようなところということからどのような取り組みをしているか先進事例

をご紹介いただくということで山口県の消費生活センターの方に来ていただきました。山
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口県では前の年、交付金を活用して山口県のオリジナルのシナリオを作られたそうです。

単なる寸劇ではなくて、普通に寸劇をやった後、参加者の皆さんにも参加をしていただい

て高齢者の方に声掛けをしてもらう、「その声掛けではだめですよ、もっと相手のプライ

ドを保つような言い方にしてください」みたいな形でダメ出しをして、「そうかそうか、

こういう言い方をすると失敗するんだな」みたいなことを実践編としてやっていただくと

いうシナリオをご提供いただきました。うちの会員さん、シニアの皆さんですけども、

「劇団たまひめ」というのを急遽結成をしていただきまして、全編石川弁に直して、実演

したというような内容です。こちらの寸劇のオファーもありまして、消費生活推進員の研

修会でやらせていただいたり、自治体さんにシナリオのデータを提供したりして活用して

いただいております。 

今後の課題ですが、私どもは適格になる前、消団連のころから、各自治体さんの消費者

行政のアンケートをやってまいりました。適格消費者団体になってからも県内には能登半

島もありますので、奥能登地区・能登地区・金沢地区・加賀地区の４か所で、行政職員の

方、消費生活相談員の方、会員の弁護士・司法書士も交えて、意見交換をしております。

そこでは、「あなたの町の住民がうちに相談に来たよ」とか、「うちの町にある量販店で怪

しい業者が来てるけど、もうすぐそっちに行くかもね」みたいなやり取り、そういった情

報交換ができましたし、奥能登地区は弁護士がいない地区でしたが今、ひまわり法律事務

所ができているのですが、そこの弁護士さんと相談員や職員の皆さんとの面識というのも

この場でできまして、今では頻繁に相談が行くようになったというような、情報交換の

場、連携の場みたいなことができています。この場でもすでに協議会ができているとこ

ろ、これからつくるところ、まだまだハードルが高いなっていうところの現状をお聞きし

ております。実は一昨日も最後の加賀地区の意見交換会をやりまして、そこでもすでにで

きているところも「作ったはいいけれども年一回会議をやるのがやっとなのよね」という

ふうな話とか、「なかなか福祉の方で強固なものができているので言い出しかねているの

よね」みたいな現状をお聞きしました。こうした情報を県の方にお伝えして、市町さんに

立ち上がっていただく、運営をスムーズにやっていただく際のアドバイスを私たちの方か

らもさせていただけたらと思っています。私からの報告は以上とさせていただきます。あ

りがとうございました。 
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団体・行政からの取組実践報告 

「甲府市消費者安全確保地域協議会について」 

向山 秀樹 甲府市消費生活センター長 
 

皆様改めましてこんにちは。甲府市消費生

活センターの向山でございます。何分このよ

うな場でお話をさせていただくことが不慣れ

でございますので、お見苦しい点があるかと

思いますけども、お許しをお願いします。今

回、協議会のお話をさせていただくというこ

とで、私ども、公式のところで、お話をさせ

ていただくということが初めてですので、職

員と一生懸命、パワーポイントを、資料を作りましたけれども、分かりにくい点もあるか

と思いますけども、頑張って説明しますので宜しくお願い致します。 

それでは甲府市における消費者見守りネットワーク構築の取り組みにつきまして報告を

させていただきます。お手元に配布させていただいております、資料の 39 ページをご覧

ください。甲府市消費生活センターの概要ですが、甲府市の消費生活相談業務は、昭和 51

年に甲府市消費生活相談所の設置に始まりまして、平成 21 年４月には専門の資格を有し

ます、消費生活相談員を配置した甲府市消費生活センターを設置し、消費者行政の充実強

化を図ってまいりました。 

40 ページをご覧ください。センターは市役所本庁舎４階にあり、受付は平日の午前９時

から午後４時までとさせていただいてます。水曜日につきましては午後６時まで時間を延

長し、電話は来庁者への対応を行っております。センターの組織についてですが、センタ

ーの主役は国家資格を有する経験豊富な４人の消費生活相談員と事務職員１名、合計５名

が専従しています。その他４人の事務職員が兼務をしております。 

41 ページをご覧ください。相談件数の推移及び相談内容の特徴ですが、私どものセンタ

ーに寄せられました、５年間の相談件数の推移でございます。グラフにはありませんけど

も平成 23 年度には 841 件だった相談件数がここ１、２年間のはがきによる架空請求が急

増したことによりまして、平成 29 年度、昨年度には 1612 件と約２倍に増加をしている状

況でございます。 

次に、本市におきます特徴的な消費者トラブル防止のための事業でございます。消費生

活情報サイトを活用した情報提供と、消費者安全確保地域協議会によります見守り活動で

す。まず、消費生活情報サイトを活用した情報提供についてですが、平成 28 年 12 月に消

費者行政推進交付金を活用しまして、甲府市消費生活センター消費生活情報サイトを開設

いたしました。 

42 ページをご覧ください。サイトの特徴としましては、親しみやすい色やデザインに配
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慮したことや甲府市の鳥、かわせみをモチーフにしたキャラクターでサイトの案内役のか

わせみくんを活用して、大変好評をいただいてるところであります。また、サイトには消

費生活や悪質商法に関する相談事例やアドバイスを掲載しており、年代別、商品・サービ

ス別の知りたい情報を素早く検索できるように工夫をしております。スマホにも対応がで

きるように対応しております。情報サイトへのアクセス数は高い数字を維持しておりま

す。多くの市民の皆様に見ていただき消費者被害の防止や救済につながるよう、情報の更

新と内容の向上に努めているところであります。 

43 ページをご覧ください。次に消費者安全確保地域協議会による見守り活動についてで

すが、高齢者等の一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、高齢者の 3つの不安である、

３Ｋ「金・孤独・健康」や判断能力の低下につけ込む悪質事業者の手口は日々巧妙化して

おり、高齢者等の消費者被害に対応するためには高齢者等の周りにいる人が消費生活上の

安全に気を配り、異常を察知した場合には消費生活情報サイトや地域包括支援センター、

緊急時には警察につなぐなど、高齢者等を地域で見守る体制を構築することが重要となっ

ております。平成 26 年 6 月に改正されました消費者安全法が、平成 28 年 4 月に施行さ

れ、本市では、平成 28 年 11 月に甲府市消費者安全確保地域協議会設置要綱を策定いたし

ました。 

44 ページをご覧ください。甲府市ではこの要綱にもとづきまして、平成 28 年の 12 月

19 日に県内で初となる甲府市消費者安全確保地域協議会を開催し、市長より 16 名の委員

が委嘱状を交付され活動をスタートいたしました。協議会の活動は構成員相互の連携に重

点を置き、第一段階として被害の事前防止や被害救済のための共通認識を持つことを目的

としており、最近の消費者被害の動向やその実例と対応策について情報交換を行ってまい

りました。 

45 ページをご覧ください。第二段階は個別の見守りです。必要に応じ協議会の各構成員

が個別の事例に対し、連携し、対応をしてまいります。例えば、介護サービスを受けてい

るひとり暮らしの高齢のおばあさんのお宅へ地域包括支援センターの職員が訪問したとこ

ろ、本人が悩みをかかえている様子で声かけをして理由を聞きますと、「電話詐欺に引っ

かかってしまい誰にも相談できない、悩んでいる」と話されたことから、包括支援センタ

ーの職員が警察へ連絡するとともに地域の民生委員や地区社会福祉協議会の福祉推進委

員、行政関係課とも連携しまして、落胆した高齢者に寄り添い、二次被害に遭わないよう

に見守りを強化するといった事例が想定されます。 

取り組み状況につきましては、協議会設置後に、福祉関係や関係団体との連携がスムー

ズにいってやりやすくなったという状況がございます。 

また、消費生活センターに電話詐欺と思われます相談等があった場合には、速やかに地

域包括支援センター等に情報提供をしまして注意喚起を行うとともに、警察への通報と防

災無線などを活用した、地域住民への注意喚起を現在行っております。 

さらには、地域の高齢者等を対象に消費生活相談員によります消費者問題出前講座を行
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うとともに、小・中学校と連携しまして、家庭科の授業で出前講座も行っております。ま

た最近は、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、ＰＴＡ連合会などに対し、消費生活に

おきます見守りについての出前講座を開催しております。関係者はもとより、市民一人ひ

とりが意識を変えて、身近な高齢者等を消費者被害から守り救済していく、意識の醸成が

大事だと考えております。そのためには、相談員とともに、日頃より地域に伺い、地道な

訴えかけを行っているところでございます。 

46 ページをご覧ください。昨年 11 月 30 日には、多くの市民の皆様に消費者問題を楽し

くわかりやすく学んでいただくと共に消費者安全確保地域協議会の活動や役割を知ってい

ただくため、落語家の林家彦いち師匠をお招きしまして、「落語で考えよう！消費者問題

シンポジウム」の開催をいたしました。２部構成で行いましたが、第 1部は消費者問題を

取り入れた落語を楽しんでいただき、第２部では協議会の会長であり、本日のパネルディ

スカッションのコーディネーターも努めます、神山会長が座長となり、弁護士、警察官、

消費生活相談員などがパネリストとなり、具体的な消費者トラブルの事例を朗読劇で紹介

しながら、楽しいフリートークを行いました。約 250 名の市民の皆様が参加され、終了後

のアンケートでは、「電話詐欺や電子マネーを使った犯罪の手口を楽しく勉強できた」、

「大変良い企画で、今後も開催してもっと多くの市民に見てもらいたい」など、大変ご好

評をいただいたところでございます。 

47 ページ、48 ページをご覧ください。今年度は、今までの見守り活動をさらに推進す

るため、９月 15 日に、高齢者等を見守る担い手を見つけ育成していくことを目的に、「消

費者見守りサポーター養成講座」を開催いたしました。午前中は開講式の後、安全確保地

域協議会の神山会長、委員の甲府警察署の２人の警部、また、県弁護士会の弁護士、消費

生活相談員により、県や市の消費者行政の取り組み内容、消費者被害の状況や、消費生活

におきます見守りの必要性、県弁護士会の消費者被害に対する支援の状況など、真面目な

中にも笑いを交えた楽しく充実した講義を行いました。午後からは、全国消費生活相談員

協会の２名の相談員が講師となり、見守りサポーターの役割、他県の活動事例の紹介、グ

ループに分かれてのサポーターの活動上の問題点や、それぞれの立場でできる見守りにつ

いて討議し、代表による発表を行いました。協議会の構成団体に所属する方を中心に、46

名の方が受講し、閉校式では修了証書を授与いたしました。受講者のアンケートからは、

「長時間の講義で疲れたが、大変有意義であった」、「本日学んだことを地域や職場で生か

し、消費者被害を出さないよう、高齢者に関わっていきたい」など、うれしい感想をいた

だいたところでございます。 

49 ページをご覧ください。今後の協議会の取り組みといたしましては、本年度より消費

者見守りサポーター養成講座を開催いたしました。本年度は、受講対象者を協議会構成団

体に所属する担当者といたしましたが、来年度は広く一般市民から公募を行い、見守りサ

ポーターの拡大を図っていきたいと思っております。サポーターには１回の受講で終わる

ことなく、消費者被害の最新情報等をメール等で随時配信し、年１回程度のフォローアッ
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プ研修の実施も検討してまいりたいと考えています。 

課題といたしましては、本市はもとより、全国的にも認知度の低い、消費者見守りサポ

ーターの認知度を高め、市民の皆様に信頼していただけるよう、実績を積み重ねるととも

に、様々な機会を通して、周知に努めてまいりたいと考えております。また本市では、そ

れぞれの部局におきまして、認知症サポーターや防災リーダーの養成を行っております

が、今後は、より効果の高いものとするため、その方たちにもサポーターを兼ねていただ

けるよう関係部局と連携をさらに強化することが重要であると考えております。ぜひ皆様

方にも、また私どもの方で、広報等でサポーターの養成講座の開催通知等をさせていただ

きますので、その際はご参加をいただき、高齢者の方を見守っていただければと考えてお

ります。以上で終わらせていただきます。 
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パネルディスカッション「山梨らしい見守りとは」 
【神山 久美 山梨県消費生活審議会 会長、甲府市消費者安全確保地域協議会 会長、 

山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授】 

 では後半のパネルディスカッションを始め

させていただきます。最初に進め方を説明し

ます。最初に各団体の活動報告を自己紹介も

兼ねて、各団体の方にお願いしたいと思いま

す。その後は意見交換となります。休み時間

の間に、会場の皆様に質問票を書いていただ

きましたが、それらをパネリストの方に既に

お渡ししてありますので、その回答を中心にしていきたいと思います。 

また、各パネリスト間でも質問など、お互いにしていただきたいと思います。最後に総

括という順で、１時間という短い時間ではございますけれども、このパネルディスカッシ

ョンのテーマの「山梨らしい見守りとは」というところに少しでも近づけるように、皆さ

ま方と一緒にパネルディスカッションをしていきたいと思います。 

では、画面の最初の図をご覧ください。皆さんこの言葉を覚えて帰ってください。「消

費者安全確保地域協議会」という言葉で、「高齢者等の見守りネットワーク」のことで

す。で、国の目標としては５万人以上の全ての市町にこの「消費者安全確保地域協議会」

を設置するとなっていますが、先ほど山梨県の砂田さんからご説明があったように山梨県

消費者基本計画では、2020 年度までに全ての市区町村にこの「消費者安全確保地域協議

会」を 100％設置する、このような高い目標を掲げています。そのため、配布冊子の 54 頁

にある図のように、いろいろな団体の方とネットワークを作って、「消費者安全確保地域

協議会」を中心に関係者が連携・協力をしながら、山梨県全体で高齢者等の見守りをして

いくことになります。 

では最初に、自己紹介・活動報告ということで、お座りになっている順番で砂田さんか

らよろしくお願いいたします。 

 

【砂田 英司 山梨県県民生活部消費生活安全課 課長】 

今ご紹介いただきました、消費生活安全課

の砂田と申します。 

先ほど、国の方からも消費者相談につきま

して最新の情報がありました。増えている、

高止まりしているというお話がありました。

山梨県の方も同様に、今年度、昨年度から、

特に裁判所とか法務局とかの名前を装った、

ハガキによる架空請求の相談事例がすごく増
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えております。特に、こちらの現状の方にもあるのですが、高齢者を狙っていると、それ

が特徴と言えます。本当にこれは許せないのですが、そのおかげで、昨年４年ぶりに、相

談件数が増加に転じました。4807 件ということで 13％増えたわけです。そのようなこと

もありまして、特に我々は、高齢者を含んだ、そういった弱者の方を守っていかなければ

ならないということで「見守りネットワーク」というのに力を入れているわけでございま

す。 

こちらの表の、下の方を見ていただきたいと思いますが、市町村の取り組み状況という

ことですけれども、先ほど神山先生の方からご紹介ありましたけれども、山梨県の方で

は、法定協議会、法定設置、正式名称で言いますと「消費者安全確保地域協議会」という

のですけれども、これが消費者安全法に基づくネットワークなのですが、これを５万人以

上の市で全部で、５市しかないのですけれども５市全部というところと、５万人未満の市

町村になります、これが 22 あるのですけれども、そこでも、法定、「それぞれの見守りネ

ットワーク」とあり、それを含めた状況で、これも全部、22、100％というところで目標

を定めているんですけれども、現状、５万人以上、これは５つのうち４つと、８割という

ところできております。 

それ以外のところでございますけれども、こちらが８か所と。富士五湖広域と言いまし

て、富士吉田さんが中心となりまして、広域的なネットワークを作っていただいておりま

す。これがかなり数を増やしていただいているということもあるのですけれども、それ以

外にも韮崎とか都留とか道志というようなところで、今のところ、27 分の 12 というとこ

ろになっております。 

それ以外で、検討、我々が調査を行ったところ、検討している市町村と、設置に向けて

検討している市町村というのが６市町ありまして、ですから合計 18 くらいはネットワー

ク設置に向けて取り組んでいただいているというところでございます。それ以外は、具体

的に９市町村くらいですかね、具体的にはまだ取り組んでいないという結果になるかと思

います。 

県の取り組みとしましては、市町村では取り組みが厳しいというのがあります。原因と

しては、市町村の職員の方、消費者行政に携わっている職員の方が 60 名ほどいらっしゃ

るのですが、そのうち 57 名の方が兼務、兼職というところでございまして、なかなか消

費者行政に集中できないというところがあり、この新たなネットワークは、とても良いも

のだと思うのですが、なかなかそこに踏み出せないというようなところがあります。 

もう一つ、特に小さい市町村さんなんかは、実際に消費者被害というものが見えてこな

いと。被害という声があまり届いてこないという部分がありまして、あまり必要性を感じ

ていないと。ただ届いてこないだけであって、被害にあっている方、見えない方たくさん

いらっしゃると思うのですが、その辺がちょっとギャップになっているのかなというとこ

ろがあります。 

あと、先ほど国の方からもお話が出ておりましたけれども、福祉とか、防災ですとか、
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あと地域的なネットワークを使った、既存のネットワークを使ってというところもあるの

ですが、なかなかやはり県もそうなのですけれど、市町村の方もそうなのですが、自分た

ちの業務をこういった福祉部門と言われるのですが、話を持っていくのはなかなか難しい

というようなところがネックになっていると思われます。 

それと県の取り組みですけれども、我々は、まず、こちらにあります、「山梨県消費者

安全確保推進会議」というものを作っております。これが昨年の４月に作っております。

それはどういうものかと申しますと、例えばこのＡ市の消費者安全確保地域協議会、これ

がネットワークです。そしてここにあるのがＢ町のネットワーク、これがＣ村のネットワ

ークと。こういったところで、これ以外にもネットワークを作っていない、作ろうとして

いるというようなところがいくつかあるのですが、そういった市町村全部を含めてメンバ

ーといたしまして、ネットワーク設置に向けた支援、例えば研修をしたり情報交換をした

り、なにかこう相談があったら受けるというような話とか、あとはそれぞれのネットワー

クの運営の中で、難しい話、我々も実際には市町村がやってもらうわけですのであまり具

体的なアドバイスはできないのですけれども、運営にあたってそれぞれ、情報交換をして

いただくというようなことがありますので、そういったことで我々としては力になれれば

なというようなことを行っております。 

それ以外に、こちら、小さくて見えないのですけれども、消費生活協力員というのがあ

ります。あとここに消費生活団体というのがあります。これも見守りネットワークのメン

バーとして、それぞれ地域で、高齢者の方を見守っていただくというような形で、県の方

が委嘱をしております。こういった方へは、その見守り世帯を増やすということで、市町

村さんの見守りネットワークの強化、さらに設置を支援していきたいと思っております。 

今後、我々の課題としましては、市町村の福祉ネットワークの設置だけに頼るのではな

く、県としましても、県の中の福祉部門との連携を強化いたしまして、県の福祉部門から

も市町村に訴えかけていただくというようなことを今後やりたいと思っております。以上

で私の方の取り組みの方の説明を終わらせていただきます。 

 

【神山】 

ありがとうございます。では甲府市消費生活センター長の向山さん、先ほど、行政から

の取り組み実践報告をなさいましたが付け加えることなどあればよろしくお願いします。 

 

【向山】 

先程お話させていただいたので、センターの紹介ということはもう十分させていただき

ましたが、現在、消費者被害等の相談件数が、私どもの方で、昨年度は 1612 件だったの

が、先程は 23 年度の約 2倍というお話をしたのですけれども、平成 30 年度、現時点で

は、10 月末現在でもう 1,100 件を超えているというような相談件数になっております。こ

れが全部消費者被害ということではないのですけれど、相談件数自体でいきますと、もう
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既に 1,100 件を超えているということで、昨年度が過去最高の相談件数だったのですが、

もうそれも上回るような状況というようなことが見込まれますので、ぜひ私どもと地域の

方、また各団体と、今後ますます連携をする中で被害を抑止していく、また二次被害も防

止していくというような形で取り組みを進めていきたいと思っておりますので、関係団体

の皆様にはご協力をいただきたいと考えております。 

 

【神山】 

ありがとうございました。では志村さん、お願いいたします。 

 

【志村 宏司 山梨県生活協同組合連合会 会長、山梨県消費者団体連絡協議会 代表幹

事】 

はい、改めましてよろしくお願いいたし

ます。手元の資料の 56 ページに同じもの

が載っておりますので、そちらの方が見や

すいかと思いますのでご覧頂ければという

風に思います。 

山梨県生協連は、県内の５つの団体で構

成をしております。組合員さんの人数から

いきますと、19 万１千人ということで大変多くの方に、ご加入またご利用いただいていま

す。主には、食品を宅配している生協と、また大学内での生協、購買活動。また全労災さ

んのように、共済を扱う生協という風なことで事業活動を行っている団体でございます。

その下に活動の紹介という風にありまして、各この会員生協が山梨県であるとか市町村で

あるとか、地域での見守り活動の推進のための協定を結んでいたりします。また山梨県生

協連としても、2017 年度には認知症をテーマとしました学習会を、こちらは県の介護福祉

センターの方に講師になっていただいて、まずは皆で認知症を知ろうということでなにか

業務中にあれば、お役に立ちたいという風なことで開催をさせていただいて、こちらは一

般の方も含めて 64 名の方にご参加をいただきました。 

また山梨消費者支援ネットと連携した取り組みということで、消費者講座ということで

不当表示ですとか、今スマートフォンもかなり普及をしてきて、いろいろなトラブルも発

生してきておりますので、そういった上手な活用方法といったことも進めてきたり、また

山梨県の主催する様々な審議会ですとか、学習会等へ積極的に関わったりという風になっ

ております。 

その下は各会員生協のところで、見守り協定を締結している中身という風になっており

ますのでご覧いただいて、一番下の箱が一つの事例で書かせていただきましたけれども、

その食品を配達する業務の中で、先週お届けした商品がそのまま取り残されていたという

風なことで、また何日も新聞が溜まっていたり電気がつけっぱなしになっている、様々な
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異変に私どもの職員が気づいてお声がけをしたり、また緊急を要する場合には、市町村の

福祉の窓口、また警察や消防に連絡をしたりという風なことで取り組みをしております。

また、山梨県警察とも連携しまして、電話被害の防止に関するチラシを配布したり、配送

する車両を子ども 110 番の車ということでなにかあれば、お声がけをいただくと言うこと

で認知症についてもサポーター養成講座を受けたりですとか、また救急救命の講座を職員

が受けるという風なことで、本当に毎日毎日たくさんの車両が走っておりますし、多くの

方に出会う仕事でありますから、なにかあれば取り組みをしていきたいという風な内容で

学習、啓発等も進めさせております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【神山】 

ありがとうございました。では飯窪さんお願いいたします。 

 

【飯窪 さかえ あしたの山梨を創る生活運動協会 会長】 

飯窪です。よろしくお願いいたします。

資料の 57 ページとそれからもう一つ 64 ペ

ージもございますのでそれをご覧になりな

がら見て頂ければ。特に 64 ページの方見

ていただければわかると思います。 

ご存じの方もあると思うのですが「あし

たの山梨をつくる生活運動協会」というの

を、少し思い起こしてもらいますと、昭和

40 年頃から国の方針の中で、県内で各種団体の集結をしながら、「山梨県新生活運動協

会」というのが 64 市町村に生まれたわけです。それ以来、新しい村づくり運動とか、生

活学校運動とか、富士山をきれいにする会とか、それから社会生活のルールを守る運動と

か、消費資源、消費エネルギー運動とか、いろいろ様々な運動が県民運動として展開され

てきました。その一翼に担う団体としていろいろな団体がでたわけですが、63 年ごろから

その団体の育成と支援ということを重ねて参ったわけでございます。 

特に、今この段階では生涯にわたり生きがいを持って暮らすことができる新たなコミュ

ニティつくりというようなことを中心に、身近な問題をグローバルな視点から検討しなが

ら、法的な面、条例などの研究もしながら、具体的な住民活動を進めているのが現状でご

ざいます。そのスローガンとしては特に、市民主体のまち・暮らしつくり運動の推進、地

方自治法の推進によりまして、皆さんの住民の主体ということが大事になってきましたの

で、新たなコミュニティ作りを中心に今頑張っております。その中で特に身近には生活課

題があり、地域課題もありますが、昔はいろいろな意味で、大勢の方が話し合う機会もあ

ったわけですが、それがいわゆる問題解決型の運動に繋がっていかなかった。しかし現在

では、今はもうその皆さんの意向、ニーズによって活動の主体の育成をすると一緒に、多
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様な地域の住民力とそれから地域の方たちの力をいただいて、今日のお話のような地域の

見守り隊の育成にも繋がっていくような活動をしていきたいなと思っております。 

団体としては、現在はいろいろと県内の女性団体の５団体が一緒にネットを組んでおり

ます。そして県内に消費者啓発活動推進協議会として県の行政と共同体の形の中でご支援

とご協力をいただきながら県民の啓発活動に力を入れているわけでございます。その中で

は、時代とともにいろいろ変わってきております。今は食育推進とか、食の安全・安心、

マイバックの利用促進、消費者教育の推進とか、特に環境に関わるシンポジウムなど、そ

のような食の安全のことにつきましても力を入れながら研修と懇談会、これも私たち民間

だけでなくては、業者の方たち、行政とも交えて、官民一体の中での消費者としての意見

の交流もしながら課題があれば政策提言をいたしたりして運動を進めているという現状で

ございます。 

近年では 29 年度にも、県の方から消費者団体として認めていただき、消費者行政の中

で県の委託の事業を受けたり、それから補助事業もいただいたりしまして県民への啓発活

動を多くの団体とともに行っているわけでございます。ですからその具体的には山梨の環

境フォーラムに参加したりとか、ノーレジ袋の県内運動を進めたり、全国的にも山梨はか

なり進んでおりますがノーレジ袋の推進協議会も各団体、各分野のご協力をいただいて行

っております。 

現在は時代的な課題として食ロス削減研究会など、意見交換会などもやっております

し、そのような県の委託事業、補助事業も受けながらいろいろな意味で、研究、意見交

換、コミュニケーションを大事にしながら新たなコミュニティ作り、特に今日のような問

題がでますと、見守り隊ということの必要性は分かるのですが、地域が今 27 町村になっ

ている県では各市町村地方自治体の中でも、民間とのギャップが少し格差があるようです

ので大変至難ですが、これからも皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っておるところで

す。よろしくお願いいたします。 

 

【神山】 

飯窪さんのお話をお聞きすると、いつも力が湧いてきます。昭和 40 年に発足し、山梨

県の各種団体が集結して、特に今は問題解決型の活動を目指すというお話を伺いまして、

本当に感銘を受けます。 

では青海さんお願いできますか。 

 

【青海】 

今日のテーマ、「山梨らしい」というのは、私の場合だと「石川らしい」となります

が、たぶん山梨らしいというよりは「我が町らしい」という言い方でいいのかなという風

に思いました。いきなり結論めいた言い方をしますが、やはり固有の課題が何なのかとい

うこととか、既にある地域の資源、それが団体であったり繋がりであったり、そういった
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ものをどう繋げていくのか、どう生かすのかということがこれから見えてくる課題なのか

なということを思っております。 

 

 

【神山】 

我が町らしい、山梨らしいというところに最後が繋がるようにいきたいのですね。パネ

リストの方に一通りご紹介・活動紹介していただきました。進め方を最初にお話しました

が、本日ご参加になられた皆さま方からの質問などをなるべく取り入れて、パネルディス

カッションを進めていきたいと思います。たくさんのご質問をありがとうございました。

一番多く寄せられていたのが、青海さんへの質問でした。 

質問用紙は各パネリストの方にお渡ししています。では、青海さんからその概要やその

お答えをお願いできますでしょうか。 

 

【青海】 

活発に活動されている見守りネットワークがありましたらご紹介くださいということで

す。一つ、能登町という１万 7000 人くらいの小さい街のその後のお話を聞きましたら、

地域協議会とは直接関係はないのですが、商店街連盟さんが見守りのカードというのを作

りました。これは例えば高齢者がその商店街のお店で１週間くらいお買い物をした形跡が

ないということになると、そのご自宅を訪ねる、あるいは予め登録されている親族の方に

連絡がいく。それからお子さんの場合ですと、小学校とか児童館にこの端末があってタッ

チするとそこを出た下校時間が親御さんの方に連絡が行って、ああだいたい何時くらいに

帰ってくるなという目安ができるという仕組みを構築されたというのがつい最近、新聞に

載りました。それぞれの立場で、できることをこうやって繋げていくと補強されていくの

だなということを感じます。 

それから２番目のご質問で、小さな自治体での設置の方が簡単だったとのことですが、

広域のネットワークに参加することもありますと。どちらが良いのでしょうかというご質

問です。実は奥能登地区というのは２市２町で広域連携していまして、能登空港の中に消

費生活相談センターがあります。そこの相談員さんはお一人なのですが、そこと２市２町

の担当者の方が緊密に連携をとっていまして、何かあったら相談員さんに相談をする、あ

るいは、一緒に研修にいくとかそういう風な連携が取れていて、私はすごくいいモデル地

区だなと思っています。中核的な支援をするところとそれぞれの自治体が連携をとってい

く。つい最近聞いたお話では、逆に相談員さんに頼りすぎて、いきなりセンター行ってく

ださいと言う風に促してしまっていると、これでは職員の力が育たないと思っています

が。広域連携も良い風に繋がっていくのではないかな、そういう協議会のあり方もあると

思います。 

それから最後のご質問なのですが、市民の立場でどのように団体の事務局長を引き受け
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るに至ったか、組織づくりその後の運営を軌道に乗せる苦労、秘訣というご質問です。石

川県の場合は消費者支援ネットワークを立ち上げるときのポイントとして消団連を発展・

解消するという形をとりました。普通、適格消費者団体は、弁護士、司法書士、相談員さ

ん中心になさるのですが、あえて消費者団体にいっぱい入れてもらいました。そうするこ

とによって、消費者の皆さんから理解していただく、支援していただく、という枠組みを

作りました。それといろいろな活動をしていく中で、行政のもの事の進め方と消費者団体

や市民団体のもの事の進め方に差がある、私たちはそのインタープリター、翻訳者にな

る、そういう役割があるのかなという風に思っています。それから人材育成のところです

と、活動が人を育てると思っています。うちの場合、専門部会というところに若手の弁護

士さんをたくさん送り込んでいただいてます。その若手の先生方に全国会議にどんどん参

加していただいていまして、最近は主体的に活動して、だんだんやる気に火が付いてき

た、私はそれを後ろからうちわであおいでいると。そんな風にして活動でどんどんどんど

ん皆さんが活発になっていけばいいなと思っております。 

 

【神山】 

ありがとうございました。他に、青海さんに石川の事例に繋がるような質問とか、さら

にお聞きになりたいとかいうようことはありませんか。あとパネリストの方で、自分の質

問に繋げてお話したいとかそういう方はいらっしゃいませんか。 

では順番で良いでしょうか。では飯窪さんお願いいたします。質問票の回答や他の方へ

の質問やご意見を、青海さんへの質問や他のパネリストの方への質問でも構わないのです

が、いかがでしょうか。 

 

【飯窪】 

その点について、今日の狙いで今こちらから山梨らしい見守り隊という話が出たのです

が、私が長年活動をしてきて、高齢者への被害防止についても研修会、それから皆さんと

の対話集会、その場を持ってきたのですが、１番の悩みは今砂田会長さんがおっしゃった

ように、一人ひとりの生活者に対して市町村まで浸透させたいという気持ちはあるのです

が、参加できる方は何回こういう機会にも同じような顔ぶればかりなのです。参加できな

い方とか無関心層の方の場合、それから障害のある方たちへの対応の課題、こんなものが

随分とその課題になっているのではないかなと、現実の中では考えています。ですからや

はり解決策としては、これからどうあるべきかと山梨らしい見守り隊を作っていかなけれ

ばならないとは思うのですが、市町村単位での開催を今現状は先程の、県の資料を見まし

ても、５万以上の市町村でもまだやっていない所もあるわけですよね。そういうところと

検討中というところも大分あるような現状の中で、これからどうしていっていいかなとい

うことは私たちが今、地方自治の変革と市民型政治の転換による、いろいろな問題が出て

きています。アソシエーション的な組織との協働、手法、そういうものの中で実践活動が
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進められて、先ほど私が話をしましたように、住民自治の自立が一層求められてきている

中で、今後いわゆる法制度の学習を基盤にしながらも、住民の地域課題に対する問題意識

をどう協働体制にもっていけるようにしていったらいいかなと、ですからどうしても、こ

の見守り隊のいわゆる協議体というのは、終極の活動の具現化ではないかなとこのように

私は思っております。 

 

【神山】 

ありがとうございました。やはりこうなりますと県に聞きたいですよね。砂田さん、い

かがですか。お手元のご質問票にも答えながら。 

 

【砂田】 

今まず、そういった飯窪会長からのお話なのですけれども、それと先ほど山梨らしい、

我が町らしい話と絡めてお話させていただきたいと思います。 

確かに、我々全市町村に、ネットワークを作りたいと思っておりまして、やってくださ

りそうなところは出尽くしたと。今後どうするかというようなところで、いろいろな方法

がありまして。それで先ほど会長さんがおっしゃった住民さん、団体さんを通してになる

かも知れませんが。後は自治会とかそういうものがあります。そういうのも上手く、我々

なんかもやはり福祉、いろいろ福祉のネットワーク、自治会さんなんかすごく頼りになる

なあなんて私的には思っておりまして。例えばそこの回覧板を回しておこうとか、家の前

を通ったりするわけです。そういったことも含めて住民のパワーと言うか、上手く取り込

んでいけたらいいなあなんて思っております。それを市町村レベルでネットワークに入れ

ていくためにはどうしたらいいか、これはまだ研究不足、検討不足なのでございますけれ

ども、そういったものも含めて、各団体との連携が必要かと思います。 

それとその中で、先ほどお話ありました、我が町らしいネットワークという話がありま

して。本当に私もその通りだなと。山梨県には農村地域もありますし、新興住宅地もあり

ますし商店街もあります。それぞれに合ったネットワークの作り方が必要なのかなと思い

ます。本当に今参考になるご意見をいただいてありがたく思っています。で、その中でや

はり一つひとつ先ほどまだ５万人以上でやってないところもあるということがあり、ネッ

トワーク作っていない所もあるという話ですので、我々としても今後、我が町らしいとい

うところを目指しながら、一つひとつある程度そこに合った住民パワーなんかも、熱の状

況も見ながら一つひとつ、ネットワークを、市町村さんと一緒になってネットワークを作

っていきたいと思っている次第です。以上でございます。 

 

【神山】 

山梨県の砂田さんからお話が出ましたが、私は県消費生活審議会で会長をしております

が、消費生活審議会というのは行政に対して提案やこれはどうなのかなど問いかける会で
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もあると思います。5年間の消費者基本計画で、2020 年度には全ての市町村で設置 100％

という数値目標が決まっていますので、その行政評価として問われる数値となります。で

すから、消費者安全確保地域協議会が設置できていないところについては、多方面からの

働きかけを通じて、県の方にそれぞれの自治体の方に頑張っていただいて、まずその枠組

みを作るということをして、それから地域のパワーですね、これらが合わさったものが必

要なのかなと思いました。砂田さんのお手元には、他の質問はありますか。 

 

【砂田】 

質問が来ております。質問の内容としましては、適格消費者団体としての準備を進めて

おりますが、県として期待することは何でしょうかということともう一つは何か支援はあ

りますか、というところでございます。 

我々こちらにいらっしゃる、あしたの山梨をつくる飯窪会長さんとかいろいろな消費者

団体と協力して消費者行政を進めております。こういった適格消費者団体の方も、連携を

進めていきたいと思っております。特に、来年度以降は県としましても消費者教育に力を

入れていきたいと思っておりまして、例えば成年年齢の引き下げの分野とか、あとＳＤＧ

ｓ、持続可能な開発目標と言われるものなのですけれども、そういったことの達成のため

には、消費者教育って本当に役に立つと言いますか、本当に半分くらい解決できてしまう

のではないかというものを私は考えております。そういった面からも、県として来年予算

が認められればという話もあるのですけれど、そういったことも力を入れていきたいなと

思っておりまして、そういった面で、ぜひご協力をいただけたらと思っております。その

上の支援の話ですが、その辺で来年度以降、ちょっと今の段階で何とも言えないのですけ

れども、可能であればというところでご勘弁願いたいと思います。以上でございます。 

 

【神山】 

私も山梨大学で教育学部に所属しており、教員養成でも消費者教育がとても重要になり

ます。ＳＤＧｓ、エシカル消費などと関わらせ、また成年年齢引き下げ、高齢者等の見守

りということ関わらせてやっていきたいと思っております。今、適格消費者団体というこ

とばが出ましたが、志村さんよろしいでしょうか、山梨県で適格消費者団体を目指す「や

まなし消費者支援ネット」に関わっていらっしゃいます。それとお手元の質問票と合わせ

てお願いしたいのですが。 

 

【志村】 

適格消費者団体の方は私も役員を勤めていまして、団体になる要件が、かなり実践的な

事例の積み重ねですとか、あとは財源的なところ、会費含めてという風なところもありま

すし。あとは会員の構成、正会員のところで何名以上という風な、そこをクリアしなけれ

ばという風なこともあるのですけれども、おかげ様で今年度中になんとか目途が付きそう
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かなというところまで進んできております。ただ、適格消費者団体になることが目的では

なくて、やはりその先の消費者被害の防止ですとか解決、そういったことが必要になって

くると思っていますので、さらに県内皆さんに呼びかけもさせていただいて、住みやすい

山梨ですとか、何か被害があった時にお役に立てるという風なことを目指していきたいな

という風に思っております。 

私のところの質問は、２つ来ております。一つ目が、生協が非常に最近個人宅配が多い

ということで、消費者同士の繋がりが薄れてきているように感じているということです。

その中でどのようにお互いが助け合えるような呼びかけを行っていますかということで

す。これは本当に私も、深刻というか大きな課題だという風に思っております。利用の面

では、やはり以前のグループで共同購入というスタイルをとっていたのですけれども、そ

のライフスタイルが変わってきて個人で商品をとられる方が非常に多くなってきて、今加

入される方の９割くらいがもう個人宅配の利用を選択されております。この質問にもあり

ますように、個々の生活ということを重視してしまうとどうしてもその組合員同士とか、

消費者同士の関係性というのが薄れてきているというのは私も実感をしております。 

組合員さんの実は年齢構成も当たり前なのですけれども、どんどん上がってきていま

す。高齢化社会ですからどんどん上がってきていますし、あと山梨は特に共働き世帯が非

常に多くて、首都圏の生協に比べると、配達の時にお会いできる方も非常に少ないという

ことで、やはりチラシでの呼びかけですとか、様々暮らしに合った多様なスタイルでのイ

ベントですとか学習会、そういったことが必要かなという風に思っております。これは、

ぜひ私も生協の役員を勤めておりますので、本当に組合員さんにも、お話聞きながらより

一層、こういった消費者間の連携というものが強められるようにしていきたいなという風

に思っております。 

もう一つが、今日私生協連会長と、もう一つ山梨県の消費者団体連絡協議会の代表幹事

というのも、肩書として勤めております。そちらへの質問で、そちらの消団連の方で進め

ている市町村、消費者行政アンケートについてご紹介くださいということを質問としてい

ただきました。これは、今年で 12 回目の取り組みとなっております。県内の市町村にア

ンケートを送らせていただいて、毎年回収率は 100％で市町村の職員の皆さんにも本当に

ご協力をいただきながら進めております。質問は、アンケートの内容は、非常にこう多岐

に渡っているのですけれども、いくつか紹介しますと、そういった今日兼務をされている

方も非常に職員の方多いということなのですけれども、市町村の中でそうした消費者行政

を担当する職員の方の人数ですとか、また専従でやられているのか兼務されているのかと

いう風なことですとか、あとは消費者行政に関する予算はどのくらい使われているのかと

か、また国や県に要望するという風なことでいくつか、いくつかというか多岐にわたるア

ンケートを取らせていただいております。 

このアンケートに基づいて、毎年山梨県の方へ要望書を提出させていただいて、砂田課

長にもいつも対応していただき、意見交換会を設けていただいております。その中でアン
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ケート内容を元にもう少しこういったところでなんとかなりませんかとか、こういった思

いを持っている市町村の方がいらっしゃりますので、もう少しなんとかなりませんかとい

う風なお話をさせていただいきながら、県の方でも直接市町村の方にということではない

とは思いますけれども、様々連携する中で少しずつですけれどもいろいろな点で改善が図

られてきているのかなという風に感じております。アンケートは一旦集約させていただい

て、もう一度市町村の方へ組長さん宛にお送りさせていただいて、今後の消費者行政の充

実に向けて、取り組みを進めていただけるようにという風なことで、お送りさせていただ

いております。私のところに来た質問については以上となります。 

 

【神山】 

ありがとうございました。今のその消団連のアンケート結果や要望書は、ホームページ

などに載っているのでしょうか。 

 

【志村】 

すみません。ホームページを持っていないんです。 

 

【神山】 

先ほどの意見交換会で見せていただきましたが充実した結果でしたので、どこかで見る

ことができればと思っていたのですが。 

 

【志村】 

事務所の方に言っていただければ。 

 

【神山】 

わかりました。ご興味のある方は、事務局にお問い合わせください。志村さんが理事長

をなさっている「やまなし消費者支援ネット」は、適格消費者団体という内閣総理大臣の

認定を目指す団体となります。各都道府県に一つ以上、適格消費者団体があることが望ま

しいとなっていますが、申請は来年度でしょうか。 

 

【志村】 

私は理事長ではなく理事なのですが、来年くらいに申請をという風なことで準備を進め

ております。 

 

【神山】 

「やまなし消費者支援ネット」はホームページがあります。それでは皆さまからのいろ

いろな事例のご報告とか、こういうこと困っている、また会員も募集していますので、ぜ
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ひ「やまなし消費者支援ネット」のホームページを見ていただければと思います。 

では最後に、甲府市にもたくさん質問が寄せられていましたが、向山さんよろしいでし

ょうか。 

 

【向山】 

それでは何点かご質問がありましたのでお答えさせていただきます。 

まず地域協議会は市単位ですかというご質問です。これにつきましては甲府市とか南ア

ルプス市、笛吹市等は市単位でつくっております。先ほど砂田課長の方からもご説明があ

ったように富士吉田市の方は広域で、町とか村が広域で協議会を作っているという形でご

ざいます。 

あと、地域包括支援センター単位の活動は行われていますかということです。私どもの

協議会の中に地域包括支援センターも協議会の委員として委嘱をさせていただいておりま

す。地域包括支援センターは、市内９ブロックに分かれておりますが、その代表に来てい

ただいておりますので、その代表で来ている委員の方が各センター長さんにお伝えする中

で職員の方にも徹底をしていくということで、職員が高齢者のお宅などに行ったときに、

何か異変がないかどうか、気づきということを大切にしながら活動をしていただいている

という風にお聞きしております。 

次に、山梨県で委嘱している消費生活協力員と甲府市の消費者見守りサポーターとの違

いは何か、同じような活動内容だと思いますが、連携等はどう考えているでしょうか、と

いうことです。県の方が委嘱と、私どもの方は認証という形でさせていただいておりま

す。ただ、活動の目的、活動内容は相違がないと考えております。先程、実は午前中に、

県も含めて私どもや他に何団体か、全部で 10 団体以上の職員で意見交換をいたしまし

た。その際に、私の方からは、他の市でも今からサポーターという言い方するかどうか分

かりませんけれども、消費者を見守る人を養成していくことがあるだろうと、その方たち

をまず認知をしてもらわないと、勝手に人の所へ行って話を聞くことはできませんから、

ぜひ、私どもも市民への認知向上のために一生懸命やるけれども、県の方も県民への認知

向上のために一緒に連携して、お力添えをいただきたいというお話をしましたら、認知に

限らず、このサポーター養成については、県としても協力を惜しまないという主旨のご回

答をいただいておりますので、この消費生活協力員さんとその見守りサポーターの連携、

どういう形でやっていくのか、またどういう形が望ましいのかというのも、今後、県の方

と協議をさせていただく中で、より活動がしやすいような形ができればと考えておりま

す。以上です。 

 

【神山】 

山梨県では、甲府市が一番最初に消費者安全確保地域協議会を設置しましたので、先進

事例となる所だと思います。私の手元へも甲府市への質問票が届いていますが、よろしい
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でしょうか。 

甲府市では、見守りネットワークの例えば会合の頻度や内容など、また、どういう効果

を期待しているのでしょうかというような質問が来ているのですが、お願いできますか。 

 

【向山】 

実は、今年度初めてやるということで、１回の開催としておりましたが、１回ではサポー

ターの十分な養成ができないだろうということで、来年度は複数回やっていきたいと考え

ております。現状は１回です。 

あとは私どもの方がサポーターになっていただいた方には、今起きている消費者被害が

どういうものなのか、またどういう対処が望ましいのか、メールとかファックスで情報伝

達をさせていただく中で、地域での活動に生かしていただきたいと考えております。一人

でも多くの方がサポーターになっていただくことで、被害に遭うお年寄りも少なくなると

考えておりますので、その辺も期待をしているところです。 

 

【神山】 

サポーター養成講座は今年の９月に初めて開催しまして、37 名の参加者がありました。

養成講座を受講して終わりとなるのではなく、その養成した方々をいろいろな形で継続し

て参加をしていただいて情報提供も随時していく、また来年度も引き続きサポーター養成

講座を行うということを伺っております。 

それから、甲府市消費者安全確保地域協議会の会合の頻度はという質問がありました

が、何回ありましたでしょうか。 

 

【向山】 

去年は３回やりました。 

 

【神山】 

去年は「落語で考えよう！消費者問題シンポジウム」を実施し、今年はサポーター養成

講座について力を入れて行いました。 

向山さんへの回答には、広域でというのがありました。先ほどの基調講演の消費者庁の

梅田さんのお話に出できましたが、全国地図に、各都道府県の消費者安全確保地域協議会

の設置数が掲載されていました。山梨県の設置数は 10 と、他の自治体よりも多かったで

すね。これは広域を含めた数で、他の県と比較して進んでいる県だと見られ、また特徴的

な広域がある県となります。小さな自治体でも連携して広域で作るという道を、山梨県は

開いたというように思います。 

終了時間の 15 時 50 分までにまとめるようにと言われています。山梨らしい見守りに向

けてということで、最後に一言ずつ、今度は逆順に青海さんからお願いできますでしょう
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か。 

 

【青海】 

行政の役割、消費者団体の役割それぞれあるかなと思っていまして、まずはプラットフ

ォームであるとか場づくり、それから見守りの仕組み作りはやはり行政のお仕事だろうと

思います。そして、最後は人ではないかなと思います。やはり行政は人事異動が常ですの

で、ものすごく情熱のあふれる方が立ち上げられるのですが、その方が異動してしまった

ら何となく寂しくなってしまってということがあります。ですから、消費者団体の皆さん

は人が変わってもその組織としてはずっと関わっておられると思いますので、そういう方

たちから最近どうよっていう風にダメ出しをしていただいたりサポートをしていただく、

各自の得意な部分を繋ぎ合わせていけば、と感じています。それがそれぞれの山梨らし

さ、我が町らしさに繋がっていく、継続していくことがすごく大切だと思います。作った

から終わりではないと思っていますので、頑張っていただきたいと思います。 

 

【神山】 

応援のお言葉、本当にありがとうございました。では飯窪さんお願いいたします。 

 

【飯窪】 

ちょっと時間が限られているのですが、石川県のこちらの方のお話の中で社会構造の変

革をするために、また活動を長く続けてきた結果としては総括的な見守り隊という一つの

社会構造を作っていくことは十分今日分かりましたけれど、その協議会の必要性は分かっ

たのですけれど、その中で私たちの役目は何だろうかということを考える時に、制度とか

体制とかそういう整備も重要な課題だと思います。 

しかし私たちの協会というのは本来のミッションに従いまして、県民の消費者教育、消

費者啓発というのを行政、国、県、市町村と協働しながら、同じ歩調にもっていけられる

ようないわゆる団体の育成、支援、いわゆるボランティアとか、それからグループ等の育

成、その方たちが一つの集団の核になりながら、サポートしたりコーディネーターしなが

ら盛り上げていくような、自分たちの力で何とかしようというような見守り隊がうまれて

くることが地方の自治会、町内会の中でうまれだしたらいいかなという願いも込めて、こ

れから頑張って参りたいと思います。 

 

【神山】 

ありがとうございました。先ほどの飯窪さんのお話の新しいコミュニティ作りというの

がとても印象深かったのですが、見守りということを通して、新しい地域のネットワーク

とかコミュニティとかそういうものの再生にもなるのかなと思いました。では志村さんお

願いできますか。 

44



 

【志村】 

山梨では、本当にコミュニティが崩壊しつつあるという風にも感じていますけれども、

まだまだ、ご近所付き合いというのも強いものがあるのかなという風に思っております。

どこの地域もそうだと思うのですが、組長さんというのも持ち回りでやっていますし、回

覧板を届けに行くとか、そういうこともまだまだ残っておりますので、ご近所の様子なん

かも見守りをしようという思いではなくても自然に見守っているのかなというのもあるの

かなという風に思っています。 

また最近では消防団活動なんかにも女性の方に入っていただいたりして、大変こう見直

されてきたりですとか、また山梨は「無尽（むじん）」という文化が残っています。あん

なことあったよ、こんなことあったよというのをその無尽の中で情報交換したりという風

なことも、まだまだ残っている風土もあるのかなという風に思っています。誰かがやるか

らいいということではなくて、皆さんでやはりこう関わり合って、繋がり合って支え合っ

て助け合ってということを意識しながら、山梨に限らないかもしれないですけれども、そ

んな関係が構築されるともっともっと良い住みやすい県になるのかなという風に思ってい

ますので、私たち生協の人間もそこに関わっていきたいなという風に思っています。 

 

【神山】 

ありがとうございました。では向山さんよろしいですか。 

 

【向山】 

私も志村さんと同じように山梨、甲府のことしか分からないですが、甲府市の自治会の

加入率もまだ 70％ありますので、まだまだ都会に比べると近所付き合い、人の繋がりとい

うものはあるのではないかと、最近希薄になっているとは言われてもまだあるのではない

かと考えております。その点でいきますと、その見守りをしていただく方というのは、自

治会の方とか民生委員さんが地域のいろいろな状況も分かっておりますので、そういう方

たちと一緒に、スクラムを組んでいければということで、実際、さっきまでいて、帰られ

てしまったのですけれども、自治会長をされている方がいまして、地域で見守る方を 20

人くらいで編成した組織をつくられたという例もありますので、今後もそういう形で広め

ていきたいと考えております。 

 

【神山】 

ありがとうございました。では砂田さんお願いします。 

 

【砂田】 

本当に今日いろいろなご意見いただきまして、ここだけではなくて午前中にも意見交換
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会をいたしまして、いろいろな福祉団体の方も来ていただいて、その方々も、見守りネッ

トワークご協力いただけるということ、ここにいらっしゃる生協の志村会長さん、あとは

あしたの山梨をつくる飯窪会長さんということ、全てネットワークを作るにあたって協力

いただける方がこれだけいらっしゃるということが明らかになったわけです。そのことを

まず我々はよく噛み締めて、市町村にも知っていただくというようなことをまずしなが

ら、あとは山梨県の特徴を生かした、例えば先ほど出てきた、小さい市町村が多いので、

小規模なところや広域のネットワークも見据えながら、さらに先ほど志村会長さんもおっ

しゃっていた、既にできているのではないかというような部分とか、そこをあと一押しす

ればもうネットワークと呼べるではないかというようなところもあると思うのです。そう

いったところですとか先ほどお話にありました商店街とか、それぞれの農村とか新興住宅

地、それの特徴を生かしながら、それぞれに地域にあったネットワーク作りを肝に銘じな

がら進めていきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 

【神山】 

ありがとうございました。本日、地方消費者フォーラム in 山梨ということで、初めて

このように一堂に会して見守りということについて議論しました。フロアの方からもたく

さんの質問を寄せていただきまして、この地方消費者フォーラムの in 山梨を契機に、山

梨県でこれからも地域のネットワークづくり、見守りなどが推進できればと思います。フ

ォーラムの題名にもありますけれども、「みんなでやるじゃん！」ということで、今日か

らまた新たな気持ちで進めていきたいと思いますので、どうぞ皆さま方もこれからもご協

力をお願いいたします。 

ではこれでパネルディスカッションを終わらせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

以上 
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３．開催速報 
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平成30年12月19日、甲府市のベルクラシック甲府で「平成30年度地方消費者フォーラム in 
山梨」が、消費者庁、山梨県の主催で開催されました。

今回の山梨県の地方消費者フォーラムは、「消費者被害を防ごう！みんなでやるじゃん！地
域の見守り活動」をテーマに、山梨県内外から131名が参加しました。午前中の意見交換会で
は、講演者、また地域で活躍する消費者団体等多様な主体間での活発な意見交換が行われ、
午後は消費者被害防止のための「見守りネットワーク」の構築等実践報告や、有識者による
パネルディスカッションを通じて、地域における見守り活動についての各団体の連携や課題を
考えるきっかけの場となりました。

本フォーラムを通して、特に高齢者をターゲットに巧妙化する詐欺等の消費者問題を再認識
し、各団体の役割や連携を正しく把握し、見守り活動の現状と課題を理解することで、参加者
一人一人が、主体的に地域の見守り活動に関わっていく重要性を学ぶ貴重な機会となりまし
た。

【テーマ】
消費者被害を防ごう！
みんなでやるじゃん！

地域の見守り活動

【日 時】 平成30年12月19日（水）11:00～16:00
【会 場】 ベルクラシック甲府（甲府市丸の内1-1-17）

平成30年度地方消費者フォーラム in 山梨 開催報告（速報） 山梨県

時間 プログラム

13:00-
13:05 開会挨拶

山梨県県民生活部
部長 立川 弘行

13:05-
13:15 消費者庁からの挨拶・報告

消費者庁政策立案総括審議官
高田 潔

13:15-
14:00

基調講演
「地域の見守りネットワーク構築に向け
て」

消費者庁消費者教育・地方協力課
課長補佐 梅田 政徳

14:00-
14:20

団体・行政からの取組実践報告
「地域の見守りネットワーク構築の取り組みにつ
いて」

消費者支援ネットワークいしかわ
理事・事務局長 青海 万里子氏

14:20-
14:40

団体・行政からの取組実践報告
「甲府市消費者安全確保地域協議会に
ついて」

甲府市消費生活センター長
向山 秀樹氏

14:40-
14:50 休憩

14:50-
15:50

パネルディスカッション
「山梨らしい地域の見守りについて」

≪コーディネーター≫
山梨県消費生活審議会 会長

甲府市消費者安全確保地域協議会 会長

山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授

神山 久美氏

≪パネリスト≫
山梨県県民生活部消費生活安全課

課長 砂田 英司

甲府市消費生活センター長

向山 秀樹氏

山梨県生活協同組合連合会 会長

山梨県消費者団体連絡協議会

代表幹事 志村 宏司氏

あしたの山梨を創る生活運動協会

会長 飯窪 さかえ氏

消費者支援ネットワークいしかわ

理事・事務局長 青海 万里子氏

15:50 閉会

山梨県県民生活部 部長
立川 弘行

消費者庁政策立案総括審議官
高田 潔

消費者庁消費者教育・地方協力課
課長補佐 梅田 政徳

消費者支援ネットワークいしかわ
理事・事務局長 青海 万里子氏

甲府市消費生活センター長
向山 秀樹氏

山梨県消費生活審議会 会長
甲府市消費者安全確保地域協議会 会長

山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授
神山 久美氏

山梨県県民生活部消費生活安全課
課長 砂田 英司

山梨県生活協同組合連合会 会長
山梨県消費者団体連絡協議会

代表幹事 志村 宏司氏

あしたの山梨を創る生活運動協会
会長 飯窪 さかえ氏

フォーラム開催風景

＜意見交換会 開催風景＞
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４．アンケート
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平成 30 年度「地方消費者フォーラム in 山梨」＜アンケート＞

本日は「平成 30 年度 地方消費者フォーラム in 山梨」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、お帰りの際に担当者へお渡し下さい。 

（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）本日の「地方消費者フォーラム」を何でお知りになりましたか？（複数回答可）。 

１．消費者庁ウェブサイトで知った ２．その他のウェブサイトやＳＮＳ等で知った 

３．チラシを見た ４．知人や友人から聞いた ６．その他 __________________________ 

（問５）参加したきっかけは何ですか？（複数回答可）。 

  １．「見守りネットワーク」に関心があった ２．プログラムに興味があった ３．友人に誘われた 

４．登壇者および登壇者の所属団体の関係者  ５．その他 _______________________________ 

（問６）本日、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．基調講演「地域の見守りネットワーク構築に向けて」 

２．団体からの取組実践報告「地域の見守りネットワーク構築の取り組みについて」 

３．行政からの取組実践報告「甲府市消費者安全確保地域協議会について」 

４．パネルディスカッション 

※裏面に続きます。
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（問７）本日の「地方消費者フォーラム」には満足されましたか。また、次回開催があれば参加したい

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 

全体的に満足した ５ ４ ３ ２ １ 

次回も機会があれば参加したい ５ ４ ３ ２ １ 

（問８）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。 

講演者名 理 由 

◆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 (甲府市)    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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５．アンケート集計結果 
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地方消費者フォーラムin山梨

日時：2018年12月19日

場所：ベルクラシック甲府　３階ユージェニー

参加者：131名

アンケート回収件数：76件（回収率 58％）

（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 58 76.3%

2.今回で2回目の参加 7 9.2%

3.3回以上参加 11 14.5%

未回答 0 0.0%

76 100.0%

1.結びついた 10 55.6%

3.どちらともいえない 7 38.9%

4.新しい活動や連携した取組みを実施する予定である 1 5.6%

2.結びつかなかった 0 0.0%

18

（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り組みについて簡単にご紹介ください。
地区の活動について地方消費者フォーラムに参加して多数の団体及び消費生活連絡協議会などがある事を知りました。

長野県内開催の際、伴に実行委員会を立ち上げた団体間で連絡連携を取り合っている。

地域の見守り活動と声かけなどを今まで以上に取組んでいきたいと思います。

消費者トラブルに合わない為の講座

上層部で一生懸命活動している事がまだ身近な所では個人情報とかで浸透していないようで難しい。

現在自治会内において防災士として地域防災計画を策定しています。
昼の時間、夜の時間、見守りが必要な方、高齢者・障碍をお持ちの方、水害時の汲み取り式浄化槽、個人情報保護法や共謀罪などなかなか難
しい中での相互扶助の在り方を、新たに作るのではなく
現在まで積み上げてきた中からあと一押しするお役に立ちたい精神を無理しない範囲でできることをしていきたい。

行政との「見守り」協定。現在は安否がメインだが消費者被害防止の観点からもすすめたい。

（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付きましたか？

1.今回初めて

参加した
76.3%

2.今回で2回

目の参加
9.2%

3.3回以上参

加
14.5%

1.結びつい

た

55.6%

3.どちらとも

いえない

38.9%

4.新しい活動や連携し

た取組みを実施する

予定である
5.6%
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（問４）本日の「地方消費者フォーラム」を何でお知りになりましたか？ （複数選択可）。

3.チラシを見た 36 42.9%

5.その他 27 32.1%

4.知人や友人から聞いた 10 11.9%

1.消費者庁ウェブサイトで知った 6 7.1%

未回答 3 3.6%

2.その他のウェブサイトやSNSで知った 2 2.4%

84 100.0%

＜上記質問に「６．その他」とご回答の方の詳細＞

所属団体、職場から案内　６件

消団連　２件

市役所からの案内　１件

関係者からのお誘い　１件

（問５）参加したきっかけは何ですか？ （複数選択可）。

1.「見守りネットワーク」に興味があった 96 88.1%

2.プログラムに興味があった 6 5.5%

4.登壇者及び登壇者所属団体の関係者 3 2.8%

未回答 2 1.8%

3.友人に誘われた 1 0.9%

5.その他 1 0.9%

109 100.0%

＜上記質問に「５．その他」とご回答の方の詳細＞

（問６）本日、特に満足が高かったプログラムに○を付けてください。（複数選択可）

2.団体からの取組実践報告 41 30.8%

4.パネルディスカッション 37 27.8%

1.基調講演 24 18.0%

3.行政からの取組実践報告 23 17.3%

8 6.0%

133 100.0%

自治体・地域の一員として役立たせたい

相談員からのお誘い

乱立する消費者関連団体の中で、独自性を出すにはどうすべきか検討するため

3.チラシを見

た

43%

5.その他

32%

4.知人や友人

から聞いた

12%

1.消費者庁

ウェブサイト

で知った

7%

未回答

4%
2.その他の

ウェブサイ

トやSNSで

知った

2%

1.「見守りネット

ワーク」に興味が

あった

88%

2.プログラム

に興味があっ

た

6%

4.登壇者及び

登壇者所属

団体の関係

者

3%

未回答

2%

3.友人に誘わ

れた

1% 5.その他

1%

2.団体からの

取組実践報

告

31%

4.パネルディ

スカッション

28%

1.基調講演

18%

3.行政からの

取組実践報

告

17% 6%
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全体的に満足した

4 41 53.9%

5（そう思う） 16 21.1%

3 10 13.2%

未回答 6 7.9%

2 2 2.6%

1（そうは思わない） 1 1.3%

76 100.0%

次回も機会があれば参加したい

4 28 36.8%

5（そう思う） 19 25.0%

3 18 23.7%

未回答 7 9.2%

2 2 2.6%

1（そうは思わない） 2 2.6%

76 100.0%

（問７）本日の「地方消費者フォーラム」には満足されましたか。また、次回開催があれば参加したいですか。
最もお考えに近いものにひとつだけ○を付けて下さい。

4

54%
5（そう思う）

21%

3

13%

未回答

8%

2

3%
1（そうは思わない）

1%

4

37%

5（そう思う）

25%

3

24%

未回答

9%

2

3%

1（そうは思わない）

3%
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講演者名

消費者庁消費者教育・地方協力課　梅田　政徳

消費者支援ネットワークいしかわ　理事・事務局長　青海　万里子氏

甲府市消費生活センター長　向山　秀樹氏

山梨県生活協同組合連合会　会長、
山梨県消費者団体連絡協議会　代表幹事　志村　宏司氏

あしたの山梨を創る生活運動協会　会長　飯窪　さかえ氏

全講演者

地域の実例でこれから先が楽しみに思う
今までずい分苦労なさっている事が市民に浸透しているか
事例が参考になった
見守りサポーター養成講座をしている事、他の市でも広まってほしいから
報告が具体的で参考になった

しっかりとしたものをお持ちの印象
実務的に地域とつながる事、消費者団体としてできる事
話がわかりやすかった。

すごすぎ
これまで積み上げてきたネットワークのあと一押し

（問８）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。

理由

見守りネットワークの必要性
聞きやすくわかりやすい
我が家に高齢者と障碍者が居るので気を付けたいところだったから
消費者安全確保、消費者トラブルの解決などなかなか解決しにくい事が多いと思うけど
安全確保・消費者トラブルをなくしたいです。
改めてネットワークの意味・必要性を知った。

協議会の構築について参考になったから
地域に適格消費者団体があるのとないのとでは…など
具体的な数を出した説明がわかりやすかった
先進的な、かつ成功事例であったため
様々なかたちのネットワークの紹介があったため
具体的な事例に好感、わかりやすい
小さい地区でのネットワークの作り方
簡潔でわかりやすい内容でさらに詳しい話を聞きたい
すてき
具体的に行政へ提案できるマニュアル
ネットワークがなぜ立ち上がらないのか、どのように立ち上げるのか、
その後どうすべきか具体的でよかった。
やまなし消費者支援ネットの活動の参考にしたい
小さな所から作っていくことの大事さ
実践的な取り組みをご自身の言葉で語られていたので
事案の早収料金、遅収料金について初耳だった
見守りネットワークの作り方、マニュアルが具体的で良いと思った
報告が具体的で参考になった
近年中に短期集中して取り組んだ勢いが感じられ良かった
消費者安全確保地域協議会の活動紹介が参考になった
見守りネットワークのつくり方＆運営マニュアルが実用的

それぞれの地域等できめ細かい見守りが行われている様子等について話されており
心強く感じられました。
すべての方、それなりに参考になりました。ありがとうございました
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【回答者情報】

＜性別＞

女性 44 57.9%

男性 29 38.2%

未回答 3 3.9%

76 100.0%

＜年齢＞

5.50代 24 31.6%

6.60代 19 25.0%

4.40代 15 19.7%

7.70代 8 10.5%

8.80代 3 3.9%

未回答 3 3.9%

2.20代 2 2.6%

3.30代 2 2.6%

1.20歳未満 0 0.0%

76 100.0%

＜所属区分＞

1.消費者団体関係者 35 45.5%

7.地方自治体 10 13.0%

6.事業者（団体）関係者 8 10.4%

未回答 8 10.4%

5.消費者生活相談員 6 7.8%

9.一般 4 5.2%

10.その他 4 5.2%

2.高齢者・障碍者（団体）関係者 2 2.6%

3.教育（団体）関係者 0 0.0%

4.弁護士、司法書士等の専門家 0 0.0%

8.学生 0 0.0%

77 100.0%

※複数選択者１名ありのため、合計77名

男性

57.9%

女性

38.2%

未回答

3.9%

1.消費者団体

関係者

45.5%

7.地方

自治体

13.0%

6.事業者（団

体）関係者

10.4%

未回答

10.4%

5.消費者生活

相談員

7.8%

9.一般

5.2%

10.その他

5.2%

2.高齢者・障碍者

（団体）関係者

2.6%

5.50代
31.6%

6.60代
25.0%

4.40代
19.7%

7.70代
10.5%

8.80代
3.9%

未回答
3.9%

2.20代
2.6%

3.30代
2.6%
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＜居住地＞

2.開催地の都道府県 31 40.8%

1.開催地の市 22 28.9%

3.開催地の都道府県以外 15 19.7%

未回答 8 10.5%

76 100.0%

その他、感想・意見等がありましたらご自由にご記入ください。

テーマが毎年進化していて良い。地元に帰って活動に生かしたい。

いつものメンバーになりがちな消費者問題に関係する活動が新しいメンバーを加えさらに活発に行われることを希望します。多くの方に知ってもらいたいです。

非常に勉強になりました。協議会について参考になりました。

ありがとうございました

大変参考になりました　ありがとうございました

資料がもう少し見やすいとよかったと思います。

何の組織もそうですが、一人一人に理解していただくことが大切です。

市民の温度差が多くある。

机がほしい

会場に机がなかったので資料を見るのも大変だった。やはり机とイスをセットで置いていてほしい。

自分の住む市の取組みを知りたいと思いました。市議に確認したいと思います。

近隣の人たちとの交流が希薄になっている現在、地域の人とのかかわりをはじめ、見守り、助け合いが何事においても必要であり大切なことですね

パネルディスカッションは話にまとまりがなく、もう少しテーマを絞った方がよかったのでは？

山梨らしい見守りという事があまり出てこなかったのが残念です。最後の一言だけでは時間が不足していると思います。

高齢者が電話を取った時、だまされているのであろうと一緒にくらしていると思うことがあります。

老人だけの家だと思って電話してくるのだと思います。一人暮らしの方のトラブルが多いのだろうと感じます。

もっと１８８が広がるように私も老人に働きかけていきたいと思いました。ありがとうございました。

見守りネットワークの核を自治会とすべき/なるべきというお話がありましたが同感です。大切にすべきだと思います。

さすがにおかしいと思って電話をかわると相手の方もびっくりされます。

役員ばかりが進むことが多いので、役職は何役も引き受けないで一役に努力してほしい

消費者被害を少なくしていくためには消費者が学びをすることだと思います。

会場からの質問を紙で集めてパネルディスカッションに入れ込んだのはよかった。

山梨県は広域連携で設置しているところ。広域連携で法律で決められている消費者と適当な接触を図れるのか広域連携の効果に触れてほしかった。

パネルディスカッションのパネラーに消費者庁の担当者はなぜ入らないの？国が目標を掲げているのであれば、その立場からも参加すべきではないか？

とても勉強になりました。山梨県開催で来ることができました。次の機会を期待します。

消費生活相談員ができること。

自治会等小グループの機会があれば参加したい人もいるのではないか

会場には是非机がほしい

机がないのはいかがなものか。撮影・録音ができないとしたのはなぜ？

長時間なのでテーブルがほしい。長官のご出席はないでしょうか。

第１部の概要を公開してほしい

山梨県にも適格団体がほしいですね。来年には…期待しています。

2.開催地の

都道府県

40.8%

1.開催地

の市

28.9%

3.開催地の

都道府県以

外
19.7%

未回答

10.5%
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消費者庁 

平成 30 年度地方消費者フォーラム in山梨 

開催報告書 

平成 31 年 3月 

消費者庁 消費者教育・地方協力課 

請負業務者：株式会社オーエムシー 

〒160-0004東京都新宿区四谷 4-34-1 新宿御苑前アネックスビル 8 階 

TEL：03-5362-0117  FAX：03-5362-0121 
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