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事例１ 道と市町村の協働による地域の見守りネットワークの設立＜北海道＞ 

 

【背景・取組概要】 

 北海道では、近年の高齢者の相談件数の増加や被害の悪質化を背景として、高

齢者等の消費者被害の防止に重点的に取り組んでいます。 

高齢者等が悪質商法の被害に遭う一方で、消費生活センター等の行政の相談

窓口の認知度は高くはなく、また、被害に遭っても誰にも相談しない潜在的な被

害が多く埋もれていると考えられました。 

このため、北海道では、消費者被害を無くすため、地域全体で、高齢者等を見

守る仕組み作りが有効と考えました。地域の関係機関が単独で活動するのでは

なく、それぞれの機関が協力し合い、情報を共有し、万一のときに情報を迅速に

対応できる体制として、地域消費者被害防止ネットワークの構築を進めること

としました。 

北海道では、平成 15年に全国に先駆けて全道組織として「北海道消費者被害

防止ネットワーク」を設立しました。構成員としては、消費者行政担当課、消費

生活センター、警察のほか、中学・高校・大学等の教育関係、社会福祉協議会や

障害者団体等の福祉関係、弁護士会・司法書士会、地域団体・消費者団体等の幅

広い機関から参画しています。 

また、市町村レベルでも地域ネットワークが着実に整備されてきました。地域

ネットワークの活動内容は、各地域によって様々です。定例会議による情報交

換・情報共有、連携した啓発活動、見守りのための訪問活動、被害が発生した場

合の連絡体制作りなどが行われています。 

地域ネットワークの具体的な活動内容としては、①消費生活センターで受け

付けた新たな悪質商法の手口などに関する情報を、広報誌、回覧、メールなどに

より発信する、②不審な業者が出入りしている情報を探知したら、訪問活動や防

災無線などで注意喚起するとともに、警察にも対応を求める、③福祉関係者など

高齢者に身近な方が自宅を訪問する際に、国民生活センターが配信する「見守り

新鮮情報」や、啓発リーフレットなどを持参し、会話のきっかけとすることで、

被害の早期発見をするといった活動が行われています。 

平成 26年度からは、地域ネットワークの設置促進のため、北海道からの委託

事業により（一社）北海道消費者協会に「設置促進員」を配置し、未設置市町村

を訪問して地域ネットワークの設置の働きかけを行っています。 

  

 

 

  



【取組の効果等】 

「設置促進員」の配置後、平成 26 年度には２箇所、平成 27 年度（９月末時

点）には３箇所で新たな地域ネットワークの設置が決定されており、現在、北海

道内では 55箇所の地域ネットワークが市町村により組織されています。 

地域ネットワークの設立に当たっては、新たにネットワークを設置する市町

村もあれば、生活安全推進協議会や防犯協会などの既存の取組を活かして活動

を行っている市町村もあります。具体的には、既存の協議会の要綱等に「消費者

被害の防止」という目的と活動内容を追加するとともに、消費者被害防止のため

の活動を担う福祉団体等に新たに参加してもらっています。 

地域ネットワークの取組により期待される効果としては、①悪質な業者に対

する監視による未然防止と注意喚起、②被害の早期発見・早期救済、③被害の掘

り起こしの３つが考えられます。 

 

 

【今後の課題】 

 平成 27年３月に策定された「第 2次北海道消費生活基本計画」では、高齢者

等の被害防止を重点施策と位置付け、この取組の成果を検証するための指標と

して、平成 30 年度までに市町村における地域ネットワーク設置数を 60 にする

という数値目標を定めています。この目標の達成のため、ネットワーク未設置市

町村への働きかけを行っていくことが必要です。 

 また、地域ネットワーク設立済みの市町村に対しても、設立後の活動内容が停

滞したり、休止したりしないよう、内容を定期的に見直すことを促すなど、一層

の活性化策を講じることが必要となっています。  

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

 ①人口：5,408,756（平成 27年 1月 1日時点） 

 ②高齢化率：28％ 

 ③消費者行政本課の職員数：18名（専任） 

 ④消費生活相談員数：12名（指定管理） 

 ⑤消費生活センター（週５日開所） 

 ⑥相談受付件数：5,887 件（平成 26年度）  



 

【図表・写真等】 

 



事例２ 事業者や地域団体が中心となっている水戸市安心・安全見守り隊 

＜茨城県水戸市＞ 

 

【背景・取組概要】 

水戸市では、高齢者，障害者及び子供が安心して暮らせる地域作りを目的と

して平成 25 年１月に、水戸市要援護者等見守りネットワーク（「水戸市安心・

安全見守り隊」）を発足させました。本ネットワークは、公的機関と事業者や地

域団体等の民間団体によって構成されており、構成員である団体が、日々の活

動や業務の中で異変に気付いた場合に公的機関へ連絡を行い、公的機関が状況

を確認した上で、対応を行うこととしています。 

平成 27 年 11 月１日現在の参加団体・事業者数は 89 団体（うち事業者 73 団

体）となっており、参加事業者の業種も「郵便・宅配事業者」、「コンビニ商店」、

「金融機関」等多岐に渡り、地域に根付いた見守り活動を行っています。また

「高齢者クラブ連合会」や、「消防団婦人防火クラブ」等地域で活動する市民の

団体からも多数参加をいただいています。 

 
【取組の効果等】 

 公的機関のみでは十分に目の行き届かなかった部分についても、地域ぐるみ

で見守り活動を行うことによって、適切な支援につながっています。 

 例えば、地域のコンビニエンスストアや診療所等、対象者の訪れる機会の多

い場所の事業者も見守りネットワークに参加をしているため、日常のささいな

変化にも気付くことができるようになっています。対象者の自宅を訪れる機会

が多い電気、ガス、新聞・牛乳配達等の事業者も見守りネットワークに参加す

ることで、細やかな情報収集が可能となっています。      

また、市民の団体である「高齢者クラブ連合会（浜田竹クラブ）」では、地域

の高齢者を対象に、２人１組による訪問や電話による生活情報の聞き取り活動

を実施、安否確認や情報提供等必要な支援を行い、地域の安全確保につなげて

います。 

 

【今後の課題】 

市から参加事業者へ情報提供を行う機会が少ないため、より多くの見守り・

気付きができるよう、今後は登録団体への情報提供を行う手段を検討する必要

があります。登録団体からの連絡を受けた際の市の受入れ体制の充実も必要で

す。 

また、様々な機会を通して本制度を広く周知し、更なるネットワークの充実

を図っていくことも目標としています。 



【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

 ①人口：272,932人（平成 27年 10月１日現在） 

 ②高齢化率：24.3％ 

 ③消費者行政本課の職員数：２名 

 ④消費生活相談員数：５名 

 ⑤消費生活センター（週６日開所） 

 ⑥相談受付件数：2,353件（平成 26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

  



【図表等】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



事例３ 地域包括支援センターとの連携強化による高齢者被害の防止 
＜東京都西東京市＞ 

 
【背景・取組概要】 
 東京都西東京市では、年間の消費生活相談件数のうち高齢者からの相談件数

が約４割を占めるなど、高齢者の消費者被害防止が重要な課題となっていまし

た。また、健康問題や孤独・不安感など、消費者問題以外の課題を抱えることを

うかがわせる高齢者は多い一方で、地域包括支援センターと連携する事案はあ

っても個別的な対応にとどまっていました。 
 そこで西東京市では、平成 26 年度から、地域包括支援センターと消費生活セ

ンターの連携を一層強化し、高齢者の消費者被害の防止に取り組むことにしま

した。まず、消費生活センターの職員・消費生活相談員が、市内８箇所の地域包

括支援センターを訪問し、顔が見える関係を構築するとともに、相互の職務上の

役割や範囲について情報交換をし、連携して取り組んでいくことの必要性及び

有効性を確認しました。 
 
【取組の効果等】 
平成 26 年度に、地域包括支援センターから消費生活センターに寄せられた相

談は７件（平成 25 年度３件）、消費生活相談を機に地域包括支援センターが関

わることになったのは 14 件（同５件）、消費生活相談員から地域包括支援セン

ターへの情報提供等は 12 件（同４件）と、いずれも増加しました。また、地域

包括支援センター経由での出前講座の依頼も増加しました。 
地域包括支援センターとの連携が強化されたことにより、消費者被害の未然・

拡大防止が図られるとともに、消費者問題のみならず、高齢者の抱える問題の根

本解決につなげることができるようになりました（具体的な連携事例は別紙参

照）。 
 
【今後の課題】 
 高齢者を地域社会全体で見守るためには、地域包括支援センターのほか、民生

委員や介護サービス事業者、社会福祉協議会等の機関との連携強化も必要です。

また、高齢者を見守る側の立場の方に対しては、情報発進等を進めていくと同時

に、それぞれの活動の中で消費者被害防止に関する視点も持てるよう、一層の工

夫が必要との認識です。 
 
 
 



【基礎データ（人口・高齢化率等）】 
 ①人口：198,267（平成 27 年１月１日時点） 
 ②高齢化率：24％ 
 ③消費者行政本課の職員数：４名（兼務職員２名、非常勤２名） 
 ④消費生活相談員数：４名（非常勤） 
 ⑤消費生活センター（週５日開所） 
 ⑥相談受付件数：1,195 件 
  



 
 

地域包括支援センターとの連携により解決につながった事例 

 

事例① 

 金曜日の午後３時過ぎ、「明日お金を取りに行く」という電話がかかってきた、

どうしたらよいか、という相談が入った。 

 怖い思いをしたのであろうことは想像できたが、相談員が、何の代金か、それ

についての契約書はあるか等質問をしても、自身の言いたいことを言うばかり

で、要領を得ない。 

 相談者の了承を得て担当地域の地域包括支援センター（以下「包括」という。）

に連絡をしたところ、様子を見に行ってくれるとのこと（後に、包括としても、

福祉施設の利用の様子から、認知症気味で見守りが必要な高齢者という連絡を

受けていたものの、本人が拒んでいたため、関わるきっかけが持てずにいた高齢

者であったことが判明。）。 

 

その後、包括の担当者からの連絡で、磁気ベルトのレンタル等の複雑な契約を

していることが分かった。 

 相談者は解約したい思いがあるようで、その旨を事業者に告げたところ、「明

日お金を取りに行く」と言われたようであった。集金金額が高額であり、相談者

本人も非常におびえた様子であったため、包括の担当者が緊急短期入所サービ

スの利用を手配し、とりあえず週末をやり過ごすこととなった。 

 翌週、ケアマネージャー（以下「ケアマネ」といいます。）に付き添われて相

談者が契約書等を持参し、契約の全貌が判明。解約及び返金の交渉を相談員が行

い、約 200万円分が返金されることとなった。 

 

 相談者と包括が関わりを持ったことで、要介護認定の手続が進み、介護保険サ

ービスの利用もできるようになったとのこと。また、実は自宅の浴槽が使用でき

ない状況にあったが、地域包括支援センターが関わることにより、公的補助制度

を利用して浴室の改修を行い、使用できるようになったとのこと。 

 

 それから半年ほど経ったころ、相談者から消費生活相談室へ連絡があり、「ち

ゃんとした生活ができるようになった。救われた。」とお礼。 

 消費生活相談単独ではなし得なかった相談者の問題の根本解決を図ることが

できた事例。 

  

別紙 



 

事例② 

 「借金をまとめる方法を知りたい」との高齢女性からの相談。借金の内容を相

談員が確認すると、孫娘の借金 300 万円をまとめて返済してあげたい、という

ことであった。 

 話の内容からすると、振り込め詐欺のように思われたが、相談者本人は孫娘が

困っていると信じて疑わず、相談員の言うことに耳を貸さない。高齢者御夫婦世

帯であったが、二人とも孫娘からの連絡と信じ込んでいた。 

 相談者の了承を得て担当地域の包括に連絡すると、包括ではその方の親族の

連絡先を把握しており、すぐに連絡を取ってくれた。連絡が取れたのは相談者の

娘（孫娘の母）で、相談者が信じ込まされていたストーリーを否定。その後、包

括職員及び家族も一緒に警察に出向いて事情を報告、お金をだまし取られるこ

となく、事なきを得た。 

 包括との連携がスムースであったことにより、被害を未然に防ぐことができ

た事例。 

 

 

事例③ 

 訪問してきた営業マンに勧められて海外の不動産の賃借権の契約を結び、100

万円を渡してしまったと高齢の女性から相談。 

契約から８日以内であったため、相談員がクーリング・オフのはがきの記入サ

ポートをし、その時の相談者の様子からすぐ近くの郵便局まで相談員が同行。そ

の後帰宅しようとした相談者が、長年地元に住んでいるにもかかわらず自宅の

方向が分からない様子であったため、相談者の了承を得て、担当地域の包括に連

絡。包括から担当ケアマネに連絡を取ってくれた。相談員は事業者にクーリン

グ・オフの通知をした旨連絡した。 
同日のうちに相談者宅に事業者から「なぜそんなに早く相談をしたのか」と脅

すような連絡があったとケアマネから報告があったため、返金時期の確認を含

め、相談員が再度事業者に連絡し、クーリング・オフを受けるよう念を押すと、

事業者は「役所に行ったのは契約した事業者の信用性を確認に行っただけ、契約

は続けると本人が言うのでクーリング・オフは保留にしている」と回答。相談員

は、ケアマネからの連絡を踏まえ、「消費者センターとしては逆の話を聞いてお

り、そちらからの連絡に怖い思いをしたと聞いている」と反論。すると、事業者

がクーリング・オフを受けると言い、返金時期についても事務所に戻ったら連絡

するとのこと。その週のうちに返金するとの連絡が入る。 
クーリング・オフを受ける旨と返金時期について、すぐに相談員からケアマネ



に報告、また、相談者には事業者から連絡があっても接触しないよう伝え、家族

（相談者の長男）にも連絡することを依頼した。ケアマネから連絡があり、相談

者宅を訪問していたヘルパーから「ついさっきまで営業マンがいて、配当がもら

えるからと契約を続けるよう説得されていたようだった」との報告があったと

のこと。時間を確認すると、事業者は相談者宅から相談員に電話をかけてきてい

た模様。相談員は、ケアマネからの報告により事業者の言い分が相談者の意思で

ないことが把握できていたため、相談者の意思である契約解除を強く主張する

ことができた。 
後日、相談者の長男から返金を確認したとの報告があり、また、この件がきっ

かけで母親の状態を把握、もっと関わる必要があると認識したとのことだった。 
 包括、介護サービス事業者、相談員の三者の連携により、被害回復を図ること

ができ、また、家族の気付きのきっかけとなった事例。 
 
 
 



事例４ 地域の団体や金融機関へのネットワークの拡大＜富山県＞ 

 

【背景・取組概要】 

 富山県では、高齢者を中心に深刻な消費者被害が絶えない状況の中、広域化、

複雑化、多様化する消費者問題に対応するため、平成 18 年に 51 の機関・団体

により、ネットワーク組織「くらしの安心ネットとやま」を組織しました。ネッ

トワークにおいては、構成機関が、相互の連携を図りながら「高齢者の見守り」

を始めとする消費者被害の未然防止、早期発見、迅速な救済に努めることにより、

安全・安心な消費生活を実現することを目指しています。構成機関は、社会福祉

協議会等の福祉関係団体や消費者団体、教育委員会、県警本部等の行政機関、弁

護士会、司法書士会等の幅広い機関・団体となっています。 

ネットワークでは、①年 2 回情報交換会を開催することにより構成機関間の

連携強化を図る、②構成機関に対し、事務局である県消費生活センターが作成し

た「くらしの安心情報」を毎月メール配信し、情報の共有化を図るとともに、各

機関、団体からの要請に応じて、その構成員に対して消費生活出前講座を開催す

る等、消費者被害の防止や見守り活動に活かしてもらう、③各機関・団体が活動

時に受けた相談・要望を相談窓口につなぐ、といった活動を行っています。 

 平成 26年度からは、ネットワークに参加している機関・団体のほかに、地域

において住民の見守り活動を展開しているグループ、団体にも「くらしの安心情

報」の配信や出前講座の開催等の支援を行っており、登録する団体を随時募集す

るとともに、金融機関とも連携することにより、地域における見守り活動の拡

充・推進を図っています。 

 

【取組の効果等】 

ネットワークに参加している機関・団体の他に、自治会、防犯組合、マンショ

ン管理組合等、新たに 31のグループ・団体が「くらしの安心情報」の配信や出

前講座の開催等の情報提供を受けており、消費生活に関する有益な情報が日頃

の見守り活動に活用されています。また、見守り活動時に発覚した消費者トラブ

ルを消費生活相談窓口につなぐなどの未然防止意識も高まってきています。 

 

【今後の課題】 

県が開催している消費生活出前講座等の啓発事業に参加しない、又は「自分こ

そは大丈夫」と思っている元気な高齢者の方に対する啓発にどのように取り組

むかが今後の課題となっています。 

 

 



【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

 ①人口：1,070,070（平成 27年 1月 1日時点） 

 ②高齢化率：29.7％ 

 ③消費者行政本課の職員数：15名 

 ④消費生活相談員数：９名 

 ⑤消費生活センター（週５日開所） 

 ⑥相談受付件数：5,887件（平成 26年度） 

 

【図表・写真等】 

 

 

平成 27 年 4 月現在 
くらしの安心ネットとやま 

 【協 力 機 関】 
○富山県弁護士会 

○日本司法支援センター 

  富山地方事務所 

○富山県司法書士会 

○(公社)成年後見センター・ 

  リーガルサポート富山県支部 

○とやま住まい情報ネットワーク 

○富山県金融広報委員会 

○(公社)富山県宅地建物取引業協会 

○高岡法科大学 

 【国・県の機関】 
○総務省北陸総合通信局 

○財務省富山財務事務所 

○富山県教育委員会 

○富山県警察本部 

  ・警察相談課 

  ・生活安全企画課 

  ・生活環境課 

    【協力金融機関】 
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【福祉関係団体】 
○ (福)富山県社会福祉協議会 

○ 富山県民生委員児童委員協議会 

○ 富山県ホームヘルパー協議会 

○ 富山県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

○ 富山県介護支援専門員協会 

○ (福)富山県視覚障害者協会 

○ (一社)富山県身体障害者福祉協会 

○ 富山県精神障害者家族連合会 

○ (福)富山県聴覚障害者協会 

○ 富山県デイサービスセンター協議会 

○ (一社)富山県手をつなぐ育成会 

【消費者団体等】 
○ 富山県消費者協会 

○ 富山県消費者団体連絡会 

○ 富山県人権擁護委員連合会 

○ 富山県生活協同組合連合会 

○ (一社)富山県労働者福祉事業協会 

○ 富山県婦人会 

○ (公財)富山県防犯協会 

○ (公財)富山県老人クラブ連合会 

○ 市民活動サポートセンターとやま 

○ JA富山県女性組織協議会 
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事例５ 民生委員、警察等と連携した高齢者の消費者被害防止活動 
＜福井県敦賀市＞ 

 
 
【背景・取組概要】 
 福井県敦賀市では、複雑化・巧妙化する高齢者等の消費者被害の防止のため、

主に高齢者向けの出前講座による啓発活動を実施してきました。その際、独居高

齢者や引きこもりがちな高齢者に対する情報提供には限界があり、更なる対応

の必要性を感じていました。 
 平成 27 年度から、独居高齢者等に対する情報発信を強化するため、民生委員

との連携を強化することとしました。具体的には、市内６地区で民生委員（計

145 名）に対して行われる研修会において、消費生活センターの職員から、民生

委員に対して消費者被害に関する動向・取組の周知を図りました。また、民生委

員が独居高齢者等の家を訪問する際に配布してもらうように、消費者被害に関

する啓発チラシを配りました。啓発チラシは、市内の独居老人宅数（1,645 戸）

分を民生委員に配布しました。 
  
【取組の効果等】 
これにより、独居高齢者等にも情報を届けることができました。また、民生委

員に対しても、消費生活センターの認知度を上げるとともに、何か異変に気付い

た時には消費生活センターに情報提供してもらうよう呼び掛けることで、連携

した取組のネットワークができました。 
 

【今後の課題】 
 敦賀市では、この他にも関係部局との連携した取組が進められており、特に、

消費生活センターと、福祉部局、地域包括支援センター、警察とは頻繁にコミュ

ニケーションを図っています。さらに、法テラスとの連携を模索する動きも出つ

つあります。 
今後は、他部局や民生委員等の関係者との間で培ったネットワークを組織化

するなどして、高齢者等の消費者被害の防止に向けて一層の取組が求められま

す。 
 
【基礎データ（人口・高齢化率等）】 
 ①人口：67,835（平成 27 年１月１日時点） 
 ②高齢化率：25％ 
 ③消費者行政本課の職員数：２名（兼務） 



 ④消費生活相談員数：３名（非常勤） 
 ⑤消費生活センター（週５日開所） 
 ⑥相談受付件数：418 件 
 



事例６ 消費生活センターと地域包括支援センターとの情報交換会 
＜山梨県甲府市＞ 

 
【背景・取組概要】 
甲府市では、平成 25 年 3 月に「甲府市消費者行政基本指針」を策定し、市民

の消費者としての権利の確立と自立を支援するとともに、市民が安全で安心で

きる消費生活を確保できるよう消費生活に関する施策を総合的かつ計画的に推

進しています。 
特に、消費生活相談の約 4 割が 65 歳以上の高齢者に係るものであることか

ら、高齢者の消費者被害の未然防止、被害救済及び拡大防止に向け、相互に被害

状況や対応策を迅速に情報提供し、共有することができるよう、平成 25 年より

消費生活センターと市内９か所の地域包括支援センターとの情報交換会を年２，

３回程度開催しています。 
 情報交換会を開催する中では、地域包括支援センターごとに活動にばらつき

があり、地域包括支援センター間において各々の活動が見えていないといった

課題がありました。そのため、消費生活センターと各地域包括支援センターとが

意見交換会を開催し、消費者被害に関する各々の取組や事例研究を行うことに

より、情報共有を図っています。 
また、地域包括支援センターの担当者（社会福祉士）の入れ替わりが激しく、

消費生活相談員との継続した関係構築が困難でした、担当者に異動があった場

合には、新任の方と消費生活相談員との顔合わせを行い、業務の説明・役割分担

等の話合いを行うといった取組を進めています。 
 
【取組の効果等】 
情報交換会を開催する以前は、消費生活センターの存在や役割が地域包括支

援センターに十分に理解されていなかったため、消費者被害に対して迅速な対

応ができていませんでした。情報交換会を開催するようになり、顔が見える関係

となったことから、地域包括支援センターから消費生活センターへの相談や情

報共有がしやすくなったという声が聞かれています。 
また、互いの役割を相互に理解することで、各々が担当すべき役割が明確にな

り、消費者被害に対して迅速かつ適切な対応が可能となりました。 
 

【今後の課題】 
現状は、地域包括支援センターとの情報交換にとどまっていることから、地域

包括支援センターのみならず、自治会連合会や民生委員等との連携を行うこと

により、地域における見守り体制を整備していく必要があります。 



 
【基礎データ（人口・高齢化率等）】 
 ①人口：192,608 人（平成 27 年 10 月 1 日時点） 
 ②高齢化率：28.3％ 
 ③消費者行政本課の職員数：４名 
 ④消費生活相談員数：３名 
 ⑤消費生活センター（週５日開所） 
 ⑥相談受付件数：1,283 件（平成 26 年度） 
 



事例７ 市民参画型の大津市消費者問題啓発協力員制度＜滋賀県大津市＞ 

 

【背景・取組概要】 

問題商法による消費者被害が、若年層から高齢者にわたり広く発生しており、

最近では手口の巧妙化・悪質化が進み、被害の内容も多様化しています。消費者

への啓発は、消費生活センターだより「ぽけっと」やメール配信などで周知して

いますが、必ずしも情報が伝わっているかどうかを検証できず、消費者被害やト

ラブルの相談は、跡を絶たない状況です。 

消費者被害の未然防止や被害への迅速な対応のためには、市民一人一人にきめ

細かく情報を伝えることが必要であり、ひいては消費者自身が自立することが極

めて重要です。 

大津市では、消費者行政を積極的に推進していくためには、消費者の自立促進

とともに、地域での見守りや気軽に相談できる窓口の拡充が必要となってきてい

ることから、「市民協働」の考え方の下、地域と消費生活センターの相談窓口を

結ぶパイプ役となる人材育成と、そうした市民から寄せられた情報や意見をでき

る限り早期に各施策に取り入れていくことを目的に、平成 24 年度に「大津市消

費者問題啓発協力員制度」を設立しました。 

大津市消費者問題啓発協力員制度とは、大津市消費生活センターが指定する主

催講座を受講修了した市民がボランティアとして登録し、市の消費者行政に関す

る各種施策等において、周知啓発、消費者教育の推進、消費者情報の収集、消費

者被害の早期発見、・未然防止などに協力していただく制度です。平成 28 年 12

月１日現在の登録者数は 48 名となっており、年々増加しています。 

 

【取組の効果等】 

大津市消費者問題啓発協力員の方は、以下のような活動を行っています。 

１. 地域での啓発活動に関すること。 

２. 消費生活センター相談窓口のＰＲに関すること。 

３. 消費者情報の収集及び発信に関すること。 

４. 関係機関、団体等との連携に関すること。 

その他、消費者行政に対する協力に関する活動についても行っていただいてい

ます。 

具体的には、街頭啓発にて悪質商法や個人情報の不正取得への注意喚起、消費

者相談窓口の紹介などのちらしを配布したり、出張・出前講座にてテレビショッ

ピング等の通信販売やオレオレ詐欺のような特殊詐欺に係る消費者トラブルを

啓発劇で解説（平成 25、6 年度は４回、平成 27 度は 12 月までで 10 回実施）す



るなどの啓発活動を行っています。高齢者の消費トラブルの増加に伴い老人クラ

ブなどの地域団体等からの出張・出前講座の要請も増えており、市職員や相談員

だけでは対応が難しくなっていた中、本啓発協力員の協力が得られるようになっ

たことで、消費者目線で具体的事例を分かりやすく啓発できていると高い評価を

得ることもできています。 

また、本啓発協力員が管理運営するホームページの開設や消費生活センターだ

より「ぽけっと」に専用コーナーを持つことで、日々の活動内容の報告や市の消

費者問題の発生状況、相談員の方から聞き取りした現況等を定期的に掲載してお

り、消費者への情報の提供はもちろんですが、本啓発協力員の認知度を向上させ、

相談窓口のＰＲも兼ねることができていると感じています。 

 

【今後の課題】  

毎月１回の全体会議の開催や年２回の本啓発協力員のレベルアップ研修など

によって、啓発協力員の資質向上と最新情報の共有化等は行っていますが、現状

は、まだまだ市への協力、応援、手伝いといった活動のレベルで、当初期待した

ような積極的な市民の消費者行政への参画までには至っておらず、今後の課題と

いえます。 

また、主たる活動時間帯が平日昼間であることや本啓発協力員の登録条件とな

っている指定講座の開催方法などから、本啓発協力員のほとんどが高齢者であり、

どうしてもセンター職員の支援が必要な状況であることから、今後、どのように

したら若い方々の参加を促し、啓発協力員が主体的に活動できるかを考えていく

必要があります。 

さらに、本啓発協力員を市内の過疎地域や市街地に配置できるように増員して

いくことも今後の課題といえます。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

 ①人口：342,031（平成 27 年４月 1 日時点） 

 ②高齢化率：23.9％ 

 ③消費者行政本課の職員数：３名 

 ④消費生活相談員数：６名 

 ⑤消費生活センター（週５日開所） 

 ⑥相談受付件数：2,904 件（平成 26 年度） 

 

 
 



【写真】 

 

街頭啓発の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
出前講座の様子 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
広報誌の専用コーナーへの寄稿 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
家電リサイクルプラントの見学 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事業者の店頭価格表示調査への同行とその後の意見交換 
 



事例８ 夕食宅配事業を利用した高齢消費者啓発事業＜兵庫県神戸市＞ 

 

【背景・取組概要】 

近年、高齢者からの消費生活相談が増え続けており、高齢者に的を絞った対策

が極めて重要な課題となっています。 

 平成 24年５月、神戸市は生活協同組合コープこうべと協定を締結し、高齢者

の利用が多い夕食宅配事業「夕食サポート まいくる」の利用者（平成 27 年 10

月時点で約 2,500人）に対して、啓発資料を原則毎月第２月曜日に、直接自宅ま

で送り届ける取組を始めました。 

 また、地域の主婦や定年退職者からなる「夕食サポーター」に夕食を届けてい

ただいていますが、こうしたサポーターの研修会でも、最新の悪質商法等に関す

る情報提供を行い、利用者の見守り強化にも努めています。 

 

【取組の効果等】 

・外出の機会が少ない高齢者が、最新の悪質商法等に関する情報を得ることによ

って、被害の未然防止が期待されます。 

・夕食サポーターにも、最新の悪質商法等に関する情報を提供することによっ

て、見守り体制の強化はもちろん、自身の被害の未然防止効果も期待されます。 

 

【今後の課題】 

今後、コープこうべの「夕食サポート まいくる」の利用者だけでなく、他の

事業者が行っている弁当宅配とも連携を図るなど、より多くの市民の方に、直接、

情報を提供できる方法を考えていく必要があります。 

 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口 1,547,494人（平成 27年９月 30日現在） 

② 高齢化率 26.2％（406,052人） 

③ 消費生活相談員 18人 

④ 消費者行政担当職員（兼務、定数外含む。) 23人 

⑤ 神戸市生活情報センター（週５日開所、週末土曜日は電話相談のみ行って

いる。） 

⑥ 相談件数 12,350件（平成 26年度） 

 

 

 



 

【写真】 

 
 

上 
啓発資料をこの封筒

に封入の上、弁当に添

付。 



事例９ 地域の老人クラブと連携した見守りの担い手養成事業 

     ＜兵庫県神戸市＞ 

 

【背景・取組概要】 

 手口が多様化・巧妙化する悪質商法や特殊詐欺により、消費者トラブルは跡を

絶ちません。特に、高齢層からの相談件数は増加傾向にあり、大きな社会問題と

なっています。 

 これらの消費者トラブルを防止するためには、地域の方々との連携が重要で

あることから、平成 27年７月に、連携先を探していた神戸市消費生活課と、全

国老人クラブ連合会の取組の一環として見守りサポーターの養成を検討してい

た神戸市老人クラブ連合会が連携して、神戸市老人クラブ連合会の会員を対象

とした「見守りサポーター養成講座」を共催しました。 

講座では、警察官や神戸市生活情報センター（消費生活センター）所長が最新

の悪質商法の手口等について講義を行いました。今年度中に、単位クラブ当たり

に各１名、全体で約 500名のサポーターを養成する予定で、来年度以降も、継続

的に開催していく予定です。 

 

【取組の効果等】 

 これまでは、見守りを中心に取り組んでおり、比較的元気な高齢者の自立支援

には、十分な対応ができていませんでしたが、本取組では、元気で自立した高齢

者にも必要な情報を提供し、消費者問題に対する心構えを持ってもらうことを

狙っています。 

また、サポーターの家族・友人を始め、地域の人にも最新の悪質商法等に関す

る情報提供ができ、被害の未然防止が期待されます。受講者の方には、「見守り

サポーター証」を授与し、御家族や知人・友人を初め、地域の方々に悪質商法の

具体的手口等を伝え、身近に起こる消費者トラブルに対する注意喚起を促して

いただきます。 

 さらに、当講座に県警職員を継続的に講師として招くことで、県警との連携強

化も期待されます。 

 

【今後の課題】 

 今後、神戸市老人クラブ連合会以外の団体とも連携を図り、より多くの「見守

りサポーター」を養成していきたいと考えています。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口 1,547,494人（平成 27年９月 30日現在） 



② 高齢化率 26.2％（406,052人） 

③ 消費生活相談員 18人 

④ 消費者行政担当職員（兼務、定数外含む。) 23人 

⑤ 神戸市生活情報センター（週５日開所、週末土曜日は電話相談のみ行って

いる。） 

⑥ 相談件数 12,350件（平成 26年度） 

 
【図】 

 
 
 

 
 



事例 10  町一体となった高齢者の消費者被害防止の取組＜鳥取県智頭町＞ 
 
 
【背景・取組概要】 
 鳥取県智頭町では、消費生活相談件数は多くはありませんでしたが、高齢者を

中心に、情報通信関係のトラブル、送り付け商法や押し買いなどの被害が発生し

ていました。 
高齢者の消費者被害の防止に取り組むため、平成 21 年度から、消費生活担当

部局が中心となって、町を挙げて「智頭町消費者行政対策ネットワーク協議会」

を年１回程度開催しています。この協議会には、消費生活部局、福祉部局、智頭

警察署、弁護士、老人クラブ連合会、連合婦人会、民生児童委員協議会や社会福

祉協議会がメンバーとなっています。協議会では、消費者問題に関わる現状など

を報告し、高齢者の被害防止につなげています。 
また、消費生活相談窓口では、高齢者から相談を受けることが多く、その場合

は、必ず相談者のもとに消費生活相談員が出向いて話を聞くことにしています。 
  
【取組の効果等】 
 ネットワーク協議会を背景に、福祉部局や警察署とは日常的に連携しながら

高齢者の消費者被害防止に取り組んでいます。具体的には、福祉部局と連携して、

町内の各集落で月２回程度行われる「ミニディ」と呼ばれる高齢者向けの集会に

職員や消費生活相談員を派遣し、消費生活に関する啓発講座を開催しています。

また、福祉部局や警察署からの情報を基に、町内の各世帯に設置されている情報

端末を利用して、住民に対し消費者トラブルに関する情報をタイムリーに発信

しています。 
これらの取組により、消費者被害の防止に関する高齢者の意識が高まってい

ます。また、押し買いをもくろむ悪質な業者が町に出入りしそうだとの情報を得

た際に、消費生活相談窓口と警察とが連携して、被害の防止に取り組みました。 
  
【今後の課題】 
独居の高齢者や高齢世帯が多く、また家族と一緒に住んでいる世帯でも日中

は高齢者だけになっていることもあるため、ネットワーク協議会での取組を強

化して、高齢者の被害防止に取り組んでいくことが課題です。また、各世帯に配

置されている情報端末は、安否確認システムとしても使われているため、安否確

認の際に、何か困り事がないか聞くなどして、消費者被害の防止の観点から取り

組んでいくことも考えられます。 
 



 
【基礎データ（人口・高齢化率等）】 
 ①人口：7,653 人（平成 27 年 1 月 1 日時点） 
 ②高齢化率：37％ 
 ③消費者行政本課の職員数：１名（兼務） 
 ④消費生活相談員数：１名（委託） 
 ⑤消費生活相談窓口（週５日開所） 
 



事例 11 消費生活相談窓口と高齢者見守りネットワークとの連携  
＜愛媛県東温市・松前町・砥部町＞ 

 
 
【背景・取組概要】 
愛媛県東温市、松前町、砥部町の３市町では、県消費生活センターに勤務経験

がある同一の相談員を３市町がそれぞれ単独で雇用しています。相談員は、週１

～２日ずつ（週４日）それぞれの消費生活相談窓口を巡回勤務しており、どの相

談窓口においても３市町の住民からの相談を受け付ける相互協力体制を取って

います。 
３市町では、消費生活相談窓口における連携のみならず、「つながって見守ろ

う、安心・安全なまちづくり」をスローガンに、消費生活相談窓口が、地域包括

支援センター、社会福祉協議会、行政支援員（警察 OB、総務課）等の関係機関

と連携し、高齢者の悪質商法被害未然防止に積極的に取り組んでいます。 
高齢者本人が役場に相談に来庁するのが難しい場合や社会福祉士が訪問時に

トラブルを発見した場合等には、地域包括支援センターや社会福祉協議会の社

会福祉士やケアマネージャー等の担当職員に消費生活相談員が同行して「訪問

相談」を行い、状況に応じてその後の見守り活動を行っています。 
 

【取組の効果等】 
高齢者の見守りネットワークに取り組む以前は、地域包括支援センターや社

会福祉協議会等の関係機関において、消費生活相談窓口の存在や役割が徹底さ

れておらず、関係機関の間での可能な範囲内での相談対応にとどまっていまし

た。高齢者見守りネットワークの取組により、関係団体が異変やトラブルに気付

いたら相談窓口につなぐ体制が整備され、関係機関からの相談受付件数が増加

しており、関係機関と相談窓口とが連携して相談対応することが可能になって

います（具体的な事例は別紙参照）。 
 

【今後の課題】 
見守りをする者に対する研修会等を定期的に行い、最新の悪質商法の手口に

ついて周知することにより、異変等に気が付いたらいち早く相談窓口につなぐ

体制を維持継続していくことが今後の課題です。 
 
【基礎データ（人口・高齢化率等）】 
① 人口 東温市 34,150 人（平成 27 年１月 1 日現在） 

   松前町 31,153 人（平成 27 年１月１日現在） 



   砥部町 21,844 人（平成 27 年１月１日現在） 
② 高齢化率 東温市 24.0％ 

     松前町 25.1％ 
     砥部町 24.9％ 

③ 職員数 東温市 ４名（兼務） 
    松前町 ２名（兼務） 
    砥部町 ３名（兼務） 

④ 消費生活相談員 各市町 1 名（非常勤） 
⑤ 消費生活相談窓口（週５日開所） 
⑥ 相談受付件数 東温市 160 件 

       松前町 72 件 
    砥部町 69 件 

 
【写真】 
◆訪問相談の様子 
 

 

 
 
 
 



 
◆事例① 点検商法（床下工事） 職員が床下に入って調査している様子 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
高齢者の見守りネットワークを活用して消費者被害の防止につながった事例 

 

 

事例① 地域包括支援センターの社会福祉士が、高齢者宅の訪問時に点検商法

の被害を発見した事例 

 

相談者である 80歳代の独居女性は、排水管清掃業者の訪問を受けた際に、床

下を点検され、業者に「床下は水浸しだ。カビが湧いている。地震が来たら倒れ

る。」などと不安をあおられ、コンクリート基礎補修工事や床下換気扇など 190

万円もの工事契約をさせられ、既に 100万円を支払っていた。 

社会福祉士が女性宅に訪問した際に、女性が業者と勘違いをして、「振り込み

できていたか」と尋ねた。これにより、社会福祉士は、女性が何らかの契約をし

ていたことに気付き、契約内容を聞き出して契約書を確認し、すぐに消費生活相

談窓口につないだ。 

連絡を受けて、消費生活相談員と職員が相談者である女性宅を訪問し、社会福

祉士も立ち会って、クーリング・オフを行った。そして、本当に業者が言うよう

に床下が水浸しかどうかを確認するため、消費生活相談員と職員が床下に入っ

て確かめてみた。すると、実際は水浸しではなく、カビも確認されなかった。後

日、業者を役場に呼び出し、行政支援員も立ち会って、厳しく改善を要請した。 

相談者には認知症状があり、日ごとに記憶がなくなっていく中で、相談者の病

状をよく理解して決して焦らずに気長に聞き取りをする社会福祉士のサポート

がなければ解決は困難であった。最終的には、成年後見制度の活用を視野に入れ

て、弁護士につなぐことができた。 

 

 

事例② 社会福祉協議会と連携した障害者への訪問相談の実施 

 

社会福祉協議会に対し、地元のガス会社から、知的障害者宅にオール電化工事

が入って作業しているが大丈夫か、との連絡があり、社会福祉協議会の職員と消

費生活相談員とで訪問相談を行った。 

相談者は、知的障害と思われるが、家族が認めず療育手帳は未発行の状態であ

った。訪問販売により、10年保証のオール電化 123万円（クレジット 185万円）

の契約をしていたと判明した。相談者の母親は認知症で、入院のため留守にしが

ちになっていた。販売員は、オール電化にすれば大変得になる旨を相談者に伝え

勧誘していたが、相談者は、設備費が多額に掛かり返済困難になることを理解し

別紙 



てなかった。 

訪問相談を実施し、販売会社に連絡した上で、工事はすぐに中断され、契約は

解除されることになった。販売会社からは、判断不十分者に対して契約を行った

ことについて謝罪を受けるとともに、今後社内教育を徹底するとの方針書を受

領した。相談者については、その後、療育手帳の発行を進め、成年後見制度の活

用も検討している。 
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