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砥部町・松前町・東温市の視察に関する報告書 

 

平成２７年１０月３０日 

第二東京弁護士会 消費者問題対策委員会 御中 

 

第二東京弁護士会消費者問題対策委員会 

高齢者・法律相談プロジェクト合同部会 

部会長 石 丸 文 佳 

 

第１ 視察の概要 

 １ 日程 平成２７年１０月１６日～１７日 

 ２ 視察参加委員 中城剛志，中村新造，江川剛，榊山彩子，米澤裕賀，長谷川千代，石

丸文佳（以上敬称略） 

 ３ 訪問先及び視察内容 

  ・松前町役場（松前町総合福祉センター） 

  →民生委員，社会福祉協議会，地域包括支援センターの担当者から地域の取組みと事例

について聴取。 

  ・相談者宅（砥部町） 

  →実際に消費生活相談窓口に繋がった相談者宅を訪問して相談事例を聴取。 

  ・高齢者サロン（砥部町） 

  →高齢者サロンの参加者からサロンの在り方と消費生活相談窓口との関わりを聴取。 

  ・砥部町役場 

  →役場職員，警察ＯＢ，消費生活相談窓口担当者（今回の企画の大部分を立案担当して

くれた武田咲江氏）から地域の取組みと事例について聴取。 

  ・東温市役所（東温市社会福祉協議会） 

  →役所職員，地域包括支援センター，セーフティアドバイザーから地域の取組みと事例

について聴取。 

  ・松山市総合コミュニティセンターにて 終意見交換会 

 

第２ 本件視察の目的 

東京都における高齢者の消費者被害を防止するためのネットワーク作りに関して議

論が進む中で，当該ネットワーク作りの先駆となっている３市町村の取組みや事例を聴

取することで，東京都でも類似の，ないし東京都に合わせた独自のネットワーク作り及

び弁護士の関わり方を構築するための一助とすることを目的として企画が実施された。 
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第３ 視察の詳細 

【１０月１６日】 

§松前町§ 

 委員７名が羽田空港７時４０分発のＪＡＬ便で松山空港へ向かった。 

 松山空港からは，公用車をご準備いただき，その日１日の移動を行った。 

 ９時４０分頃から松前町役場において，松前町における消費者被害対策に関する取組みと

事例についての聴取及び意見交換を行った。詳細は，添付資料１の１５頁から３８頁及び以

下の米澤委員の報告を参照いただきたい。 

 なお，松前町においては，全戸に添付資料２のクーリングオフセットが配布されていると

のことであった。 

 

（松前町役場内） 
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（松前町総合福祉センターにおける意見交換） 

 
 

（意見交換後の記念撮影） 
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報告書 

松前町担当弁護士 米 澤 裕 賀 

１ 空港～松前町役場 

  フライトの都合で予定より５分ほど遅れて松山空港に到着した。 

消費生活相談員武田咲江氏と共に，松前町の担当者に空港まで公用車にて迎えに来てい

ただき，松前町役場へ移動した。 

役場では， 初に消費生活相談の担当部署である産業建設部の部長升田年紀氏及び産業

課課長の德井芳之氏にご挨拶し，その後同じ敷地内の松前町社会福祉協議会の建物に移動

して，懇談を行った。参加者は第二東京弁護士会の７名の他，武田氏，愛媛県の事業者指

導専門員仲田忠氏，松前町から以下の発表者を含めて数名の合計２０名弱。 

 

２ 松前町役場での民生委員の話 

（内容） 

 ・高齢者見守りネットワーク導入のきっかけ（元民生児童委員 松田雅子氏） 

  ①導入のきっかけとなった事案 

当事者は７０代女性。事件当時は介護保険を利用しておらず，見守りの対象となって

いなかった。 

当事者は，当初，当事者の甥と名乗る男性と共に町役場を訪れ，布団の訪問販売の契

約を解除したいとの相談を行った。町では通常の消費者相談と捉え，あっせん手続を行

ったが，それにとどまらず，当事者が高齢であったことから，地域の民生委員であった

松田氏に見守りを依頼した。 

松前町は地域住民同士のつながりの強い地域であることに特色があり，松田氏も，当

事者とは顔見知りの間柄であって，当事者の甥が上記男性の自称する住所（当事者の住

所の近隣）には居住していないことを知っていた。そのため，松田氏は甥と名乗る男性

の素性について不審に思い，当事者に尋ねたところ，当該男性は実は甥ではなく別の業

者（当初契約の販売業者の元従業員であり，独立して別の業者となった者）であり，当

初契約を解除させた後に自ら当事者に布団や浄水器を売りつけていたことが判明した。

行政の相談窓口だけでは把握できなかった事実であり，顔見知りの間柄にある民生委員

が話を聴いたことによって，当事者から事実を聞き出すことができた。 

  ②上記事案への対応  

甥を名乗る別業者との間の契約については，松前町の消費生活相談窓口においてあっ

せんを行い，契約を解除した。 

また，松田氏と地域包括支援センターとが連携し，見守りの第一歩として，当事者に

介護サービスの利用を開始してもらった。 
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そして，今後の被害防止のため，松前町の他，社協，包括，消費生活相談員である武

田咲江氏，行政支援員（警察 OB），今後利用を予定する介護サービス事業者も交えて見

守り会議を開催し，見守りの方法を協議した。 

このように関係者が連携して見守り体制を構築したことが，その後の事案においても，

介護福祉分野と消費生活相談との迅速な連携につながっている。 

  ③その他（成年後見制度との関係） 

当事者には判断能力の低下がみられたことから，成年後見制度の利用も検討されたが，

本人が利用を拒否したため利用に至らなかった。そのため，後見制度を利用せずに消費

者被害を防止することが必要となり，きめ細かな見守りを行うこととなった。 

具体的には，介護サービスを利用し週に１回ヘルパーが訪問するので，その際に高額

な物品購入の情報を収集し，包括に報告するようにした。これにより，高額なお茶道具

の購入や，２０万円のメガネの購入が発見された。その他に，近所の人からの話により，

業者から電話がかかってきてまた布団や浄水器を購入していることも発見された。 

このように後見制度を使わず見守りを行うにあたって注意した点として，本人意思の

尊重にも配慮し，必ず包括職員とヘルパーとの２名体制で本人の意思を確認しつつ，消

費者被害とそうでないもの（自己決定に基づく購入）との区別を行ったことがある。 

④第二東京弁護士会からの質問：警察の協力はどのような形で得られたか。 

・当初契約の物品の引き取り時に警察の立ち会いをお願いした。警察手帳が出るとや

はり業者の態度が違うという印象である。 

・パトロールの強化をしてもらった。 

・元々，行政支援員として警察 OB の関与が得られ，必要に応じて警察につなぐ体制

ができている。特に特殊詐欺については自治体と警察との間で協定を結び，情報交換

している。 

（感想） 

 民生児童委員と地域住民とのつながりの濃さが特徴的である（東京であれば，民生委員と

いえども住民一人一人の親族の所在についてまでは把握しておらず，また把握できないと思

われる）。また，高齢の被害者については消費生活相談窓口から民生委員に見守りを依頼した

り，民生委員からも消費生活相談へつないだりと，民生委員と消費生活相談との連携が非常

に充実している。 

 東京においても，地域に密着した支援者という民生委員の役割自体は同じであり，その活

用方法を検討すべきではないかと感じた。 

 

３ 松前町役場での社協・包括との懇談 

（内容） 

 ・地域包括支援センターとの連携，取組み紹介（地域包括支援センター 畑中真理氏） 
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元々，松前町は地域内での連携が自然発生的にできており，ネットワークがあった。元

の連携が強いだけに，武田氏が後からそこに加わるのには若干の困難があったかもしれな

い。 

とはいえ，武田氏からはかなりの頻度で 近の消費者被害の情報提供を受けており，現

在では，「消費者被害があったらとりあえず武田さんに相談」という認識ができている。 

武田氏と連携を取って事案を解決することで，解決方法を教えてもらうことができ，ケ

アマネ側の解決能力も向上している。 

 ・高齢者サロンにおける出前講座（社会福祉協議会 門屋隆文氏） 

 ※高齢者サロンとは，主にボランティアによって運営される地域の高齢者の交流の場

である。お茶やお菓子，食事を提供し，民家や小さなカフェなど小規模な場所におい

て，アットホームな雰囲気で参加者の交流を図るものが多い。東京においても，中野

区社会福祉協議会による事業，大田区各所において NPO 法人や介護サービス事業者

が運営しているもの等がある。 

①松前町の高齢者サロンの特色 

ボランティアだけでなく，民生委員が世話人として関与しているところが多い。また，

地域の問題に関する勉強の場にもなっており，防災，悪質商法等についての口座を行っ

ている。 

 ②高齢者サロンにおける出前講座の仕組みと内容 

  サロン側で一から講座内容を考える手間を省き，社協側からメニューを提供して利用

しやすくする工夫をしている。内容は， 近多いトラブル事例の紹介，クーリング・オ

フ，寸劇，体操（おことわり体操）等である。 

  月一回の民生委員との情報交換会の場でメニューを提供し，利用してもらう。平成２

５年度から大幅に利用件数が伸びている。 

  講師は武田咲江氏にお願いしている。 

  出前講座の効果としては，参加者が被害を自分のこととして受け止められる点がある。

ニュースで聞いた内容では，どうしても「他人事」になってしまう。出前講座において

は， 近の業者側の手口を紹介した上で，講師から参加者に「実際にあった人いません

か？」と問いかける。そうすると，近所の人同士で「そういえば実際にこんな電話がか

かってきた」といった話をすることになり，身近に実例があることが分かり，自分のこ

ととして理解できる。そのため，その後業者からの接触があっても冷静に対応できる。

実際に効果があった事案として，劇場型の特殊詐欺事件において，被害者の８０代女性

が騙されて口座から現金を引き出したが，詐欺グループ側に手渡す前に出前講座の内容

を思い出して警察に通報し，未遂に終わった件がある。 

  ③補足 

   参加者を飽きさせない工夫をしている。 
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   例えば，寸劇にして楽しんでもらう。愛媛県では，このような場合に寸劇を行う「ス

ペシャリスト」を養成しており，派遣を依頼することができる。また，今年度は参加者

にも台本をわたし，役を演じてもらった。自分で演じることで，より理解が深まる。 

   また，「おことわり体操」という体操の DVD を作成し，体を動かしてもらって飽きさ

せないようにしている。 

 ・訪問相談の取組み紹介（社協在宅介護センター 渡邊桂子氏） 

  ①在宅介護センターの業務 

   介護保険を利用していない高齢者の相談を受けることの他，居宅介護支援事業所のケ

アマネや，障がい者の相談支援専門員も兼ねている（身体・精神・知的すべて）。また，

社協の権利擁護事業や，法人後見も担当している。 

   ※ ここでいう権利擁護事業とは，契約能力はあるものの自ら財産管理等を行うこと

に不安のある高齢者・障がい者について，社会福祉協議会との契約により，書類（通

帳等）の保管や金銭管理の支援等を行うサービスを指す。日常生活自立支援事業。 

②訪問相談の具体例 

 当事者は４０代男性。知的障がいの疑いがあったが，療育手帳は未発行であった。 

 そもそも在宅介護センターが関わるようになったきっかけは，親族からの匿名の電話

相談（当事者の経済的困窮に関する生活相談）である。当初は居住地域，姓，半年前に

父が病死して母子２名で生活との情報しか得られず，町の福祉課に確認しても情報がな

く，民生委員に問い合わせて当事者を特定できた。そこで，渡邊氏が実際に訪問してみ

たところ，訪問することについては拒否されず，関わりを持つようになった。 

 その後，当事者宅において大がかりなガス工事が行われているのを近隣住民が発見し，

不審に思って地元ガス会社に問い合わせ，ガス会社を通じて社協に連絡があった。 

 そこで，とり急ぎ渡邊氏が当事者宅を訪問し，工事が行われているのを確認し，当事

者と面談した。訪問時点で当事者の母は入院しており，当事者本人は生活保護を受給し

ていた。 

当事者は工事により生活費が得になると思い込んでおり，１２３万円もの工事費が発

生することやそのような費用を負担できる収入がないことを理解できなかった。そのた

め，渡邊氏から親族に連絡し，親族から会社に工事を中断するよう連絡を入れてもらっ

た。 

 また，その日のうちに渡邊氏から武田氏に連絡し，同行して再度訪問し，状況確認の

上，武田氏から業者に連絡した。武田氏の要請により，業者の本社から代表者を呼び，

社協及び武田氏の立会いの下で契約者本人，親族と面談させた結果，業者側が契約取消

しを認め，原状回復も行うことで合意した。 

 も良かった点は，当日中に極めて迅速に解決できたことである。契約取消しについ

ては本人を説得し， 終的には納得を得たものの，時間が経つと気が変わることがある。 
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なお，その後，同当事者につき他の被害も発見され，解決した。１件は新聞契約であ

り，実際には読んでいないにも関わらず２社の新聞を購読していたため，うち１社の契

約を解除した。また，宗教団体の勧誘に遭い，当事者が望んでいないにも関わらず同団

体の支部に連れて行かれて書面に署名させられたり宗教行為をさせられたりしたため，

武田氏・渡邊氏が当事者に同行して同団体支部を訪問し，勧誘を断り，本部にも配達証

明郵便にて同団体に参加する意思がないことを通知した。 

  ③訪問相談のメリット 

   端緒となったひとつの問題で訪問しても，総合的に生活状況を見て，他の被害も発見

できる。また，迅速な解決につながっている。 

  ④第二東京弁護士会からの質問 

   ：見守りネットワークの作り方について。横のつながりをどう作るか。 

    ・元々社協，包括，民生委員の連携が強い地域であることが大きい。 

・つながりは保っていないとなくなっていくので，常に意識している。 

    武田氏が松前町役場にいない日（原則週１日勤務のため）でも，連携はできるか。 

    ・他の自治体に行っている日でも連絡は取れる。 

 ・その他：松前町独自の取組みとして，クーリングオフセットの全戸配布を行った。 

（感想） 

 高齢者サロンについては東京都にも類似の取組みが存在し，弁護士会からメニューを提供

して出前講座を行うことも可能である。現に，当委員会と高齢者委員会とが合同で参加して

いる大田区つなが～る講座は，全７回の講座中１回を高齢者サロンに類する地域の交流の場

において開催している。ただし，消費者被害に関する情報発信はまだ充分ではないことから，

松前町のメニューを参考にしつつ改善することが考えられる。 

 また，訪問相談については，東京都においても体力の低下により相談場所まで出向くこと

が難しい高齢者が多いことから，取り入れていくべき工夫である。ただし，松前町のように

社協の担当者が匿名の相談者の相談内容から支援を必要とする者を特定したり，訪問の要請

がないにもかかわらず担当者の方から訪問し事案に介入できるかどうかについては，慎重な

検討を要する。 

以上 
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§昼食会§ 

 砥部町内にある「開花亭」にて，武田咲江氏と共に地元の郷土料理（鯛釜飯ランチ）をい

ただいた。 
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§砥部町§ 

 １３時頃から，実際に消費生活相談窓口に繋がった８０代の高齢相談者宅を訪問し，消費

者被害の実例を聴取した。 

 １３時４５分頃から，高齢化しているという南ヶ丘団地にある高齢者サロンを訪問し，サ

ロンの在り方と消費生活相談窓口との関わりを聴取した。 

 １４時３０分頃から，砥部町役場において，砥部町における消費者被害対策に関する取組

みと事例についての聴取及び意見交換を行った。以上の詳細は，添付資料１の３９頁から５

６頁及び以下の長谷川委員の報告を参照いただきたい。 

なお，砥部町においては，添付資料３の「砥部町認知症あんしん手帳」及び添付資料４の

お断りステッカーが配布されているとのことである。 

 

（高齢相談者宅にて・注：相談者の顔はぼかしを入れています） 
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（高齢者サロンにて） 

 
 

（砥部町役場内にて） 
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報告書 

砥部町担当弁護士 長谷川 千 代 

・砥部町南が丘団地相談者宅 

（内容） 

布団次々販売，布団クリーニングの詐欺被害者宅の訪問。 

実際に購入した布団の一部（現在は子達が持っていき少数），クリーニングの実態，契

約書類を見学した。 

（事案） 

布団クリーニング業者 B が布団業者 A 管理部を名乗って電話をし，翌日，布団購入業者

の担当者と同じ格好をして B の従業員が訪問したことによって信用してしまった。「今使

っている布団を見せてほしいと言われ」見せたところ「虫が来ている。カビている」等と

不安になることを言われ，見せた２枚については無料で持ち帰ってクリーニングすると言

われた。信用して他の布団も見せたところ，「永年管理してあげる」と言ってクリーニング

の契約を結ばされた。お茶の準備等でその場を離れているうちに，乾燥剤のようなものを

差し込まれていたが被害者は気づかなかった。戻ると署名させられ，署名後に４７万５２

００円であると告げられ，一部頭金５２００円の支払いをさせられた。残金については翌

日とりにくるから準備をしていくように言われていた。業者は翌日中にフェリーで戻ると

いうことであり，それまでに支払いをさせようとするものであった。 

業者 B が帰った後に，高すぎると B に電話したが安くしていると言われた。被害者が契

約書を見たところ信用していた布団業者Aの名前ではないことに気づきAに問い合わせた

ところ，A には管理部はなく，おかしいと指摘され，やめた方がいいと思った。契約書の

コピーをお願いしようと消費者相談窓口に連絡したことで武田氏につながった。武田氏が

訪問し現状を確認，乾燥剤をいれられていることを発見する。乾燥剤は４７万円もするよ

うな代物ではなく，被害者としてもそのようなものに高額を払うつもりはないと思った。

契約解除通知を発信するとともに，相談窓口から B に電話し，返品・返金を確認し，翌日

の夕方には預けた布団と頭金のすべての返却を受けた（武田氏，職員立ち会い）。 

消費者相談窓口の連絡先は，以前消費者庁のホットラインダイヤルに電話をかけたこと

があり，その際に砥部町の相談窓口と警察の番号は聞いてメモし，電話のところにおいて

あった。連絡先を書いたシールの配布を行っているが，それと同じ効果を持っていた。 

（感想） 

布団次々販売については，確かに必要以上の購入ではあったが，亡くなった夫が良い布

団で慶んでいたこと，訪問客が泊まるのに必要であったこと，本人が認知症のような様子

もなく納得して購入していることから詐欺とまで言えるかは疑問であった。 

クリーニングについては，B の従業員がフェリーで帰ってしまっていた場合には取り返

しは難しかった可能性があり，迅速な対応により実質的な被害を免れることができたもの
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であった。どれだけ迅速な対応をとれるか，契約の話が出てしまう弁護士はどう関与でき

るかというところを考えさせられた。 

 

・砥部町南が丘団地公民館での懇談及び視察 

（内容） 

サロンのメンバー１０名ほどの女性と，副区長との懇談。 

４５年前に松山市のベッドタウンとして売り出された団地であって，団地全体が高齢化

が進んでいる。住民の意思疎通をはかるようなイベント（運動会，盆踊り）が減りつつ有

り，現在は秋祭りくらいとなっており相互理解が難しくなってきている地域ということで

あった。特に見守りは行われていないが，長年住んでおり顔がわかること，回覧板は顔を

会わせて渡すようにしていること，袋小路の地域であり外部の車があるとわかるという地

域によって消費者被害をふせげていると思うとのことであった。 

  しかし，詐欺の電話はかかってくるし，送りつけもあるとのことである。 

平成２６年５月１３日には「消費生活悪質商法被害防止のための講座」という出前講座

を実施し，寸劇等が行われたということである。参加者からは他人事ではないと感じたと

いう感想があった。 

参加者からは，前日にオレオレ詐欺を特集するテレビ番組を見ていたにもかかわらず，

もう少しで送金してしまいとうになったという報告が有り，やはり他人事という意識があ

ったのではないかという指摘があった。 

  参加者から，留守番電話にしているという報告があった。 

（感想） 

訪問を伴う事案については，地域のコミュニティーの影響によりある程度はどめはかか

るかもしれないが，電話等を使われた場合，見守りネットワークがないというのは危険で

ある印象を受けた。 

出前講座は寸劇以外にも飽きさせない内容にしているということであり，寸劇の演者も

県の消費者センターのほうで研修を受けた人が派遣されるということであったので，この

ような出前講座が東京でも用意されれば，テレビで見るよりも他人事ではないと思っても

らえるかもしれないと参考になった。寸劇は 近では参加型も取り入れられているそうな

ので，なお自分事と感じられ，被害に遭いそうになったときに役に立つのではないかと思

った。 

  

・砥部町役場での意見交換会 

（内容） 

１．地域包括支援センターとの連携（武田妙子氏） 

（１）砥部町高齢化率 ２８．４％ 限界集落１１地区あり 
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   昭和４０年代に新興住宅地ができたので，その高齢化率が問題となっている。 

   独居高齢者の世帯が増えている 

   介護保険を受ける原因となった認知症が２０％である。 

（２）定期訪問後包括内で報告を行っている。 

   消費生活センターの相談員と訪問する事もある。 

（３）偶然発掘された被害事例の報告 

 ア．事案の概要 

   配水管清掃をきっかけに床下に入り，カビが湧いていると不安をあおって新しい建物

にコンクリート基礎補修工事，床下換気扇の設置等１９０万円の契約をさせられ，１０

０万円既払いとなっていた事例。 

   地域包括センターの社会福祉士が訪問時に被害者から「振り込みできたか」といわれ

気づいた。契約内容を聞き出して契約書を確認し，消費者相談窓口につないだ。クーリ

ング・オフ 終日であったが，すぐに相談員と担当職員，社会福祉士で訪問し，いった

ん白紙にした方がよいということでクーリング・オフを行った。 

   しかし，業者が不安をあおっていたことから，職員（澤田一虎氏）が床下に入り，写

真と土をとり，国民生活センターの住宅相談にもちこみ，工事不要の回答を得た。 

   被害者は専門職についていたが弟をたよって移りすんだ。家族と関係悪化して孤立し

ていた。本件の契約の経過等も覚えていないような状態であった。 

   通帳印鑑なくすことあり，銀行で自分のお金をおろせないのはおかしいと言って困ら

せることもあった（これについては銀行とかを対象に認知症の口座をやって，銀行の対

応もよくなった）。要支援２の認定があり鍋焦がし，買い物メモ忘れたりしていた。 

   担当職員も忘れるから毎回ピンクの服でいって職員と思わせるようにした。 

 イ．経過等 

   成年後見の話もあったが，３カ月後に本人が申し立てを断った。要介護１になったか

ら管轄がかわり，ケアマネが関わったことで，金銭管理，食事サービスを受けられた。 

心疾患悪化により独居難しく介護施設入所 

   ケアマネが熱心にかかわることの大切さがわかり研修でも使っている事例である。 

   ケアマネだけのかかわりではクーリングオフの手続きまでは説明できてもそれ以上は

難しいので相談員がいるのはありがたい 

   相談員としてはケアマネがピンクの人ということで同伴すると安心して話がつきやす

い。 

砥部町認知症あんしん手帳でも相談先を記載している。 

今月も民生委員とケアマネ合同の勉強会をひらくことになっている。 

（４）家庭用電位治療器の事例（亀島満子氏） 

   パワーヘルスという商品の事例。景品表示法違反で問題となっている商品である。 
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訪問時に 初は部屋に入れてくれなかったが，なんとか見て商品名を見て調べたとこ

ろ問題がありそうだったところが発見の契機であった。 

隣近所の人が体よくなると信じていて，その人と一緒に体験会場に行き講義を受けて

効果を信じていたものである。隣人が講義の板書をとっており，その内容から薬事法違

反の説明が行われたこと，不実告知により全額返金を求める通知書を送り，交渉の末全

額返金となった（隣人も同時に行った）。 

隣人の説得，本人も調べて不安になって解約にいたった。 

現時点で男性本人は施設入所。隣の女性は解約で安心しているようである。 

（５）布団の訪問販売の事例（玉井純子氏） 

布団訪問販売以外にも，栄養食品，株の問い合わせがきている。 

丸八のアフターサービスの勧誘があり，若いお兄さんがきたら契約しなきゃいけないと

いう気持ちになったが後からおかしいと連絡あってクーリングオフ。 

武田咲江相談員と連携してできた。 

その方は今も健康食品を買ってしまったという連絡がときどき入り，対応している。 

２．民協との連携（西岡浩二氏） 

（１）活動内容 

民生児童委員４８名 主任児童委員３名 

悪質商法防止のための連携を行っている。 

  地域の相談者として悪徳商法に会わないように研修会を開いている。 

  年１回は定例会の前に講師を招き勉強会を行っている。 

  今月も愛媛県の担当者を招いて研修会を実施。 

消費者相談窓口の資料を情報提供をしている。 

町内で注意を要する身近な事例については直接口頭説明をしている。 

住民からの相談も共有している。 

消費者力アップ通信を定例会で配って注意換気している。 

渡すものがあったほうが訪問したほうがよいとして差し支えないものをつかってペー

パーを使っている 

（２）事例 

介護施設の出資 

オレオレ詐欺の電話があったが名前を答えられなかった 

リフォーム断ったらトイレを貸してほしいがあがってきた 

ピップエレキバンを買ったら体によいと５０００円払わされ後に３万円払わされた 

被害額が小さく被害を申し出ていない事例がある。 

３．警察 OB との連携（坂尾行政支援員） 

  相談情報を共有。事件化できないかを判断している。 
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あといくつか同じ被害があれば立件できるのではないかとかのアドバイスをしている。 

相談の中で事件っぽいものがあると，同席して話を聞いている。 

刑事事件とわかるものがあったら，同席家族から警察に届けさせているもの，届け出る

ところまでやっているもの有り。 

相談員が不安なときに一緒に話をきいている。 

地元警察，幹部や捜査員と顔が利く。武田さんから顔をつないでほしいという話があり，

三市町と警察と連絡会を毎年移動があるたびに連絡している。顔なじみになって後の連絡

が電話一本でできるようになっている。 

警察の悪徳商法での立ち会いは５年間で３回。警察 OB を通じてお願いする。 

立件事例（お金の支払い時にお金を抜かれた・防犯カメラついていた事例▶窃盗，結婚

指輪を見せたらメッキにすり替えられた事例▶窃盗）。 

民民に警察はいるべからずのところから入ってこない，業者を決めつけていいのかとい

う話はある。 

行政支援員として OB が入っていることが鍵。 

警察は刑事罰以外は行政で対応するという考え方どれだけそろえば刑事罰にいけると

いうことは言えるが，行政罰の範囲なら行政でやるべきという考え方。 

立ち会いをお願いしやすい状況にする手伝いはする。 

県にも支援員がいるから，他の地域へも波及するようにする。 

悪質なものについては警察につないだものあり。 

警察は単発では難しい，何件かもっていかないと難しいだろう。 

４．連携する動機付け何か。 

ほっておけないという思いはある。 

どうしようかというところで相談できる人がいる（武田さん）。 

部署が変わっても来てくれる。 

ケアマネがみつけることが多い。それを武田さんに相談できた。 

  東京だと相談までが遅いが，砥部町は連携があるから話が早い。 

ケアマネさんが一緒に現場に行く事によって話が早いが，それも連携できて訪問相談で

きるからである。 

包括と相談窓口が同じ庁舎内というところも連携しやすい要因である。 

（感想） 

  いろいろな立場の人が垣根を越えて協力できる状況，心意気があるからこそできている

ことだと感じた。自分に与えられている仕事だけやればよいという考えではできないこと

である。また，行動が早く，クーリング・オフも間に合っている。救われた人がいるとい

う成功体験と，なんとかしたいというみなさんの思い，警察ＯＢを配置するという体制，

警察ＯＢも協力するという体制から実現しているところが多いと感じた。     以上 
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§東温市§ 

１６時頃から，東温市役所及び社会福祉協議会において，東温市における消費者被害対策

に関する取組みと事例についての聴取及び意見交換を行った。以上の詳細は，添付資料１の

５７頁から７０頁及び以下の中村委員の報告を参照いただきたい。 

なお，東温市においては，添付資料５の広報誌が配布されており，消費者被害の啓発を行

っているとのことである。 

 

（東温市役所にて，セーフティアドバイザーと） 
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（セーフティアドバイザーによる表札の話） 

 
 

（東温市社会福祉協議会にて） 
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報告書 

東温市担当弁護士 中 村 新 造 

 

【東温市役所】 

東温市役所には，予定を２０分ほど過ぎた１５：５０頃に到着し，まず，総務部総務課を

訪問し，渡部祐二・総務課長らに挨拶させていただいた。 

その後，大会議室に移動し，１６：００～１６：２５，同市危機管理課の「高齢者交通・

防災セーフティーアドバイザー」高野直江氏，三好妙子氏から，活動内容を御報告いただい

た。参加人数が大変多くなったため（第二東京弁護士会，東温市，愛媛県それぞれの関係者

を合計すると２０名ほど），当初予定されていた部屋では手狭ということで，大変立派な大会

議室に案内していただいた次第である。なお，ここから，俊野忠彦・愛媛県県民環境部県民

生活局県民生活課課長が同席された。 

報告は主に高野氏（創設時から今日まで継続勤務）から行われた。東温市の「高齢者交通・

防災セーフティーアドバイザー」とは，２００８年７月に創設された制度である。実施要項

については，東温市のサイトで確認できる。 

http://public.joureikun.jp/toon_city/reiki/act/frame/frame110000107.htm 

この制度は，２００５年，２００８年に，東温市が交通事故県下ワースト１位（しかも７

５歳以上の７割を占めた）となったことから，交通事故死亡者減少のため，専門の指導員２

名を選任し，７５歳以上の高齢者世帯を訪問し，身近な場所で交通指導をするための事業と

して発足した。このように，本来は，交通指導・防災知識啓発が目的であったが， 近は，

孤独死防止や生存確認，詐欺被害防止の注意喚起や，悪徳商法被害の情報収集を行い，安心・

安全なまちづくり，高齢者の見守り活動のための重要な役割を担っているとのことであった。

「高齢者交通・防災セーフティーアドバイザー」の活動の幅は創設当時より広がっているよ

うだが，「防災知識の啓発」（設置要綱２条１項），「設置の目的を達成するために必要な業務」

（同２条５項）を広く解釈することで実施されているようであった。今日では，まちづくり

に欠かせない存在となっている。 

高野氏の主な報告内容は，以下のとおりであった。 

・現在，７５歳以上の高齢者がいる約５０００世帯を訪問している。 

・訪問は２名一緒に，赤色灯付きの公用車（黄色）で行う。訪問時は目立つジャンパー（蛍

光黄色）を着用。身分証名称を携帯。 

・勤務は週４日。１日あたり１０件程度を訪問する。 

・各世帯への訪問は１～２年に１回程度となる。 

・東温市の交通事故（死亡事故）は３件／７年に減少した。 

・実施要項２条３項に基づき日報をつけている。 

・日報は一人あたり数行を手書き。悪徳商法等気になることは備考欄に記載。 
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・自分達はもともと交通や防犯の専門家だった訳ではない（パート，専業主婦等）。 

・訪問時におかしいと思ったら，すぐに相談員の武田さんに連絡する。 

・見慣れない岡山ナンバーの自動車が停まっているので不審に思ったことが端緒になったこ

ともある。 

・高齢者が廃業したコンビニエンスストア店舗に入っていくのを見て，顧客のふりをして潜

入したら，SF 商法だったことがある。１００名程度の高齢者がいた。 

・布団の販売会をしたいという業者に自宅の一部を貸したところ，高額の布団を売りつけら

れたという事案もあった。自宅が広いのでこのような形態の販売会もある。 

・高額な表札がつけられていたこと，風呂修理のシールが貼ってあったこと，荷物（健康食

品）が送り届けられていることが，悪徳商法発見の端緒になったことがある。 

・悪徳商法が出たと分かったときに，すぐに町内放送で告知して注意を促したことがある。 

・東温市の特殊詐欺の被害は０件（平成２６年。松前町・砥部町の各１件）。１件（平成２７

年。松前町・砥部町は０件）。 

（感想） 

高齢者の自宅を訪問することで，交通安全をはじめとした防犯対策に効果を発揮している

ことは参考にすべきである。ホームヘルパー等既に高齢者の自宅を訪問している人材を上手

に活用できるとよいと感じた（東温市のケースももともとの役割を拡大している）。 

 

【社会福祉協議会】 

東温市役所から数百メートル移動し，１６：３０～１７：２５，社会福祉法人東温市社会

福祉協議会の２階大会議室で，意見交換会を実施した。社会福祉協議会からの出席者は，仙

波直也・東温市地域包括支援センター長，菊池直子・同在宅福祉課課長であった（その他，

第二弁護士会７名，愛媛県４名，武田相談員はこれまでと同じ）。 

 まず，菊池氏から，「知的障害者（７０歳代・男性・独居）の次々販売トラブル」の事例報

告がなされた（事例処理の詳細は報告書を参照）。発見の端緒は，郵便局員が不審な出金（１

０万円）に気付いて，包括支援センターに連絡したこと。包括の職員が武田相談員に連絡し，

すぐに自宅に向った相談員が相模原ナンバーの不審な自動車を見つけて１１０番に通報した。

他方，包括の職員は郵便局に出向き本人を説得し，出金を止めさせた。１週間後，関係者（相

談員，包括，警察，民生委員，郵便局，町内会長）が集まり，相談者のための見守り協議を

行った。このような見守り協議（見守りネットワーク）は２ヶ月に１回程度実施している。 

 次に，仙波氏から，「高額（２億円）の太陽光発電の投資の事例」が報告された（事例処理

の詳細は報告書を参照）。発見の端緒は，当事者（７０歳代・男性・パーキンソン病・要介護

４）の兄から包括に相談があったこと。包括と相談員が連携を取り，見守りネットワークを

構築して処理にあたった。税務署からも資産の差押え状況等の情報を入手した。 終的には，

成年後見をつけることとなった。 
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 後に，仙波氏から「弁護士に直接つないだ事例（リフォーム詐欺，多重債務）」が報告さ

れた（事例処理の詳細は報告書を参照）。端緒は，当事者（４０歳代・男性・精神障害２級）

の叔父と弟が消費生活相談の窓口に相談に訪れたこと。東温市の相談担当課長補佐と保健師

が訪問し，事実関係を調査した結果，当事者の了承を得て，弁護士に引き継いだ。（弁護士へ

の法律相談には，相談員，担当課長補佐も同席した）。その後，地元の交番に見守りを依頼し，

国民生活センターの住宅相談（相談員），医師の診断への同席（担当課長補佐）も見守りネッ

トワークで対応した。なお，「見守りネットワーク」には法理専門家が参加していないので，

個別につなぐことしか出来ないということであった。 

（感想） 

一人の当事者のために，直ちに１０名程度の「見守りネットワーク」が構築できる体制に

なっている。また，弁護士につないだ後も，見守りネットワークの活動は終了せず，必要な

範囲で活動を継続している。このような体制は，高齢化社会が進む我が国において，一つの

理想の姿といえる。東京をはじめ全国で応用できないか，これは大変難しいが，近いうちに

あらゆる地方自治体で検討しなければならないことになる問題であろう。ここまでのネット

ワーク体制があれば，もはや「犯罪に強いまちづくり」というキャッチフレーズをつけても

よさそうである。なお，法律専門家に恒常的に加わってもらうことが東温市らの「見守りネ

ットワーク」の今後の課題ということであった。東温市らが愛媛県弁護士会や愛媛県司法書

士会と連携を取ることは当然ながら有益であろうと感じた。 

以上 

 



22 
 

§懇親会§ 

 結局，当初の予定はかなり後ろにずれ込み，見奈良駅から懇親会場のある松山市内に到着

したのは１９時頃となった。 

 懇親会は，今回の企画のために動いてくれた武田咲江氏の他，地元の法曹関係者の参加も

あった。なお，この点，中村委員の感想を借りて報告とさせていただくこととする。 

 

（以下，中村委員の報告書より） 

東温市社協を辞した後，見奈良駅から松山市駅まで伊予電鉄で移動した。見奈良駅のホー

ムで見た夕焼けと山並みのコントラストは素晴らしく，まるで一日の学習に対するご褒美の

ように感じられた。 

松山市駅からはタクシーに分乗し，懇親会場である「レストラン北斗」に向った。懇親会

には，１日の見学を一緒に回って頂いた武田相談員，仲田忠・愛媛県県民環境部県民生活局

県民生活課消費者行政グループ事業者指導専門員に加え，地元の愛媛県弁護士会から，野垣

康之弁護士，安藤潔弁護士，愛媛県司法書士会から木原君代司法書士が参加して下さった。

いずれも，武田相談員から声をかけていただいたとのことである。 

懇親会は，１９：００から２１：００まで行われ，参加者からは，松前町，砥部町，東温

市の見守りネットワークの充実ぶりに対する感動と，これを上手に変形して東京にあてはめ

ることの難しさが聞かれた。また，野垣弁護士からはこれまでの弁護団活動の苦労話や愛媛

県の歴史についていろいろと教わり，安藤弁護士，木原司法書士からは地元の法曹事情を楽

しく伺うことができた。 

なお，二次会では，大街道のマジックバーに連れて行って頂き，更に懇親を深めた（但し，

マジックは誰も見破れなかったのが残念）。野垣弁護士，安藤弁護士，木原司法書士には，こ

の場を借りて御礼申し上げたい。 

以上 
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（懇親会・レストラン北斗にて） 
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【１０月１７日】 

§意見交換会§ 

 翌日，１０時から，松山市総合コミュニティセンターにて 終意見交換会を行った。詳細

は，添付資料６の中城委員の新宿区における取組に関する報告書及び以下の榊山委員の報告

を参照いただきたい。 

 なお，意見交換会に先立って，当方からは予め質問事項をいくつか送ってあった。その回

答が，添付資料１の７１頁から８３頁に記載されており，東京都の取組みに反映させるうえ

で非常に貴重な意見が記されている。 

 

（意見交換会会場にて記念撮影） 
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報告書 

意見交換会担当弁護士 榊 山 彩 子 

 

１ 前半は，中城弁護士より東京都２３区のうち新宿区の高齢者消費者被害ネットワークの

仕組み・運用実績等について報告があった。 

新宿区においては，平成１７年，埼玉県で高齢者の女性が次々に消費者被害に遭った結果，

家を奪われるという事件が報道されたのをきっかけに，「悪質商法被害防止ネットワーク」と

いう仕組みが作り上げられ，消費者高齢者部門を連携しようとの試みがあった。これが新宿

区のネットワーク作りのきっかけである。 

新宿区では，例えば，契約関係のない老人には，ぬくもりだよりという広報誌を発行して

悪質商法を紹介し注意喚起し，宅食業者の弁当の配達員などがネットワークに加わる，メー

ル配信も月２回程度行う等の取組みをしており，契約関係のない老人に対するケアも行って

いる。その他，啓発関係の一環で無料の出前講座を行っている。 

２ 新宿区における地域協議会の説明（石丸弁護士より説明があった） 

月１回開催，同協議会において石丸弁護士より 近の消費者被害の発表がなされた。警察

より被害マップ配布が行われた。しかし，同協議会はまだ十分に機能できる状態には至って

おらず今後の発展が期待される。なお，消費者教育推進法上の地域協議会と，消費者安全法

上の消費者安全確保地域協議会は２つ作ることとしてもそのメンバーが被ってしまうため，

１つにすることし，内部的には部会のようにする方向との発表があった。 

３ 質疑応答・意見交換 

①武田氏より，新宿区では，消費生活センターから情報提供をどのようにしているのか。 

例えば，国セン情報の回覧等はしているのか，との質問があり，弁護士より，情報提供とう

意味では，ケアマネージャー等への出前講座，高齢者へのメールを配信しているとの回答が

あった。 

②弁護士より，都内の高齢者部門と消費者部門との関係について，互いに情報共有ができな

いとの見解も示された。中城弁護士からは，大田区，品川区では，社会福祉協議会と消費者

センターのフロアが違う，別組織であるとの報告があった。 

③砥部町等の訪問相談の実績と比較し，新宿区では訪問相談があるが，件数があまりなく，

活用できていない可能性があるとの指摘があった。 

 これに対し，武田氏からは，武田氏の場合，本人もしくは社会福祉協議会から電話があれ

ば短時間のうちに相談者宅に赴くとの意見があった。 

④砥部町等における武田氏の取組みを東京都下でどのように参考にするかについて，コミュ

ニティ単位等の顔が見えるところで，取り入れるという方向性が示された。例えば，大田区

では地域包括等の見守り協力隊でやっているとの例が示された。 
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 武田氏からは，日々の情報発信，国民生活センター発表の情報等でもよい，消センから見

守り者への発信が必要との意見が出された。 

 弁護士からは，やっていると思うが，頻度が少ない，出前講座は都でもやっているとの補

足があった。 

⑤次に，武田氏に対し，どのような情報発信をしているのかとの質問に対し，武田氏は，包

括，社協，セーフティアドバイザーへ，個人情報は隠して被害や結果の情報を提供している

ことや，時系列での詐欺被害等の新聞記事（地元情報），打ち出した国セン記事を紹介しえて

いることが示された。 

⑥次に，武田氏からは，処理スピードについて，相談を受けた日にアドバイスを含めて何ら

かの解決をしており，９０％は処理するとの報告があった。また，週１日ずつの３市町の担

当日に関し，どうしてもこの日にという相談は，３市町で事実上調整している，職員も現場

についてきてくれる等の協力がある，見守り者からの相談は結果がでるまで関わるとの姿勢

が示された。また見守り者自身もやりがいを感じているようだとの説明があった。 

また，３市町では，地元の人が役場に就職していること，人材の地産地消であるとのたとえ

が示された。 

⑦さらに，武田氏からは，東京都における縦割りをどうにかすべき，上からではなく草の根

からやっていくのがよいとの意見が出され，土居氏より，消費者行政なので１０個くらいの

仕事をしている，消費者相談はその一つで訪問すると２～３時間は拘束されるがそれでも対

応している，東京とは組織の規模，担当者レベルが違うとの見解が示された。 

⑧武田氏より，必ず部署で相談してやる，一緒にやっている意識がある，「一体感」が職員に

できれば「課」の理解となり，別の「課」との連携できるとの説明があった。 

⑨東京都では一定の仕組みやルートはあるが，活用できていない，例えば，区の社協におい

て町中サロンがある，弁護士はそこまではいけるがそこから本人までつながっていないとの

説明があった。また，相談者の家までいけないと取りこぼしが多いとの説明もあった。 

⑩武田氏より，相談時，弁護士に尋ねたいことがあるとの経験談があり，弁護士より，大田

区の福祉従事者相談の紹介があった。弁護士会の補助で，社協と協定を結んでおり，他人の

ために相談できることがポイントであるとの説明があった。ただし，すぐに相談したいとい

うのはネックであるとの懸念が示された。武田氏より，消費生活センターと弁護士会と契約

できないか，自分たちで終わっていいのか迷う，弁護士に依頼すべきかについて，そこも相

談したいという発言があった。 

以上 
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第４ 考察…三市町と東京都との異同及び三市町の取組みの東京都への反映について 

 １ 各委員の考察（以下，①は三市町と東京都との異同について，②は三市町の取組みを

東京都に反映させることに関する考察である） 

（米澤委員） 

① いずれの自治体も，地域住民の間に濃い人的つながりがある点を活かし，福祉部門

と消費者部門とが緊密に連携して消費者被害の掘り起こしと迅速な解決に繋げている。

連携には各部門間の情報共有及び各担当者の迅速な調整が不可欠であるが，自治体の組

織が小規模であることが関係者間の連絡・情報共有を格段に容易にしているようでもあ

る。 

同様の効果を，住民間の関係が極めて希薄であり，また行政組織も格段に大規模であ

る東京において達成することは容易でない。また，弁護士との連携という観点から見れ

ば，東京には三弁護士会が存在し，単独では行政との連携が難しい点も大きく異なる。 

逆に，松前町・砥部町・東温市と東京都とで共通する点として，社会福祉協議会の活

動がある。高齢者サロンや，問題事例について関係者間で会議を行う体制については，

東京都内でも実例があり，そこに消費者被害に関する情報発信や見守り機能をどう絡め

ていくかが検討事項となる。 

  ② 訪問先三市町においては行政内部での連携が充実しているが，上記のとおり，東京

都においては，全く同様の連携は難しい。少数の担当者間で迅速に情報を共有し，密に

連絡を取り合って効果的な連携を行うとすれば，現時点で も現実的な方策は消費者問

題に関わる弁護士と社会福祉協議会との連携であろうと思われる。 

今回，武田氏からは，「頻繁な情報発信を顔の見える形で行うこと」「連携して解決

できた事例を作ることにより，関係者に成功体験を持たせ，連携の意欲を保つこと」と

のヒントを頂いた。これを東京都において行うとすれば，現時点では，当委員会が各区

において進めている社会福祉協議会・地域包括支援センターとの連携事業の中に情報発

信を組み込むことや，弁護士が消費者被害の回復に関与した後，社協・包括と協力して

その後の福祉・介護サービスの利用にまで関わり，連携して二次被害の防止に努めるこ

とが考えられる。 

 

（長谷川委員） 

① 東京都と異なり松前，砥部，東温では地域コミュニティがまだ生きている。そして，

その中から役場職員がでていること，民生委員とも関係を構築できていることが，それ

ぞれなんとかしたいという思いをもち動けていると感じた。 

  ② それなりの立場にいて伝手のある警察ＯＢでやる気のある方が各消費者相談窓口に

配置できると，立件の相談や，立ち会い（変な行動をとられない）ということには役に

立つと感じた。 
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   消費生活相談員の武田氏がいることによって成り立っている部分も大きいが，武田氏

のように情報を与えて教育する人，知識を有して相談できる人，自分から関わっていく

人，行動力のある人がいなければ連携をとり即座に解決に結び付けていくことはできな

いと感じた。ここで，弁護士を考えてみると，いちいち契約をはさむことになってしま

う。業務拡大ともかかわるが，組織内弁護士のような形で弁護士資格保有者を消費生活

相談員のような立場におき給与面を安定させいちいち契約を結ぶ必要を無くした上で，

武田氏のような立場を担わせるのは一案かと考える。ただし，東京では件数が多く砥部

以上に人員不足になりかねず，また，弁護士資格を有していないからこそとれた行動と

いうところはとれないと思う。 

   地域のコミュニティが希望すれば出前講座ができる人を用意しておくということは東

京でも可能だと思われる。 

 

（中村委員） 

① 両者の人口の差が大きい。東京２３区と比較すると１０～２０倍。 

【人口比】 

（愛媛） 

松前町 ３１０６９人／１２７６６世帯（平成２３年） 

砥部町 ２１６９７人／ ８３７３世帯（平成２４年） 

東温市 ３４０３７人／１４５２２世帯（平成２７年） 

（東京） 

新宿区 ３３２３２４人／２０８７２９世帯（平成２７年）  

大田区 ７１２０００人／３７４５３０世帯（平成２７年） 

住民どうしの人間関係の濃淡（強調しすぎるものでないが確かに差はある）。 

役所，警察がより積極的に見守りネットワークを主導していること。 

異なる行政単位での人材，情報の融通が可能となっている。 

解決を目指すスピード感。その日のうちに解決するという共通認識ができているか否

か。 

見守りネットワークそのものが住民側を向いているか，行政側を向いているか。 

 ② 人口の差は大きいが，例えば，大田区の場合，羽田，蒲田東，蒲田西，矢口等地区

ごとの人口をみると松前町等とほぼ同じ規模になる。そこで，この地区を単位として考

えると，松前町等のケースが参考にできる。逆に，面積，高齢者世帯の割合は東京２３

区の方が少ないのではないか。そうすると，効果的な見守りネットワークの構築が実現

しやすい。 

  【大田区の地区】 
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https://www.city.ota.tokyo.jp/kuseijoho/suuji/jinkou/setai_jinkou/oota_suji2710.file

s/2710kamata.pdf 

東温市のセーフティアドバイザーは２名であり，人口比で単純計算すると東京２３区

では２０～４０名となるが，不可能ではない数字に思える。この程度の人件費で消費者

被害が減少すれば，行政サービスとしてはむしろ効率的である。 

そもそもの人間関係が希薄な東京で，高齢者が見守り者の訪問を受け入れるかという

問題があるが，人間関係の希薄化は都会だけの問題ではないので，まずはやってみて実

績を作るという意味では同じではないか。その際，砥部町等での実績（消費者被害の減

少データ）等を示すことが説得的ではないか。「安全なまちづくり」につながるという

視点を持つことが重要。 

個人情報の融通については，本人の承諾（推定的承諾）という理屈で処理しているよ

うである。これを東京でも同じように行くかは要検討。この点，見守り条例による克服

は可能か。 

結局は，行政の方から高齢者に積極的に関与していくという姿勢への転換が必要。実

際，砥部町等でも姿勢の転換があった。 

東温市で実施されている町内放送に変わる告知方法としては，インターネット，ＳＮ

Ｓの活用を検討。東京でも午後５時になると帰宅を促す放送をするので（おそらく学校），

この放送システムを活用できないか。 

弁護士，司法書士は東京の方が多いので協力を得やすいのではないか。 

警察の協力が重要だが，東京には多くの交番があるので，これを活用できないか。 

福祉関係者が高齢者の自宅を訪問しているという事情は東京でも同じなので，このよ

うな人材と行政をつなぐチャンネルを作ることが重要。既存の制度の活用が近道である。 

高齢者に暮らしやすい「まちづくり」は，結局，自分にとっても暮らしやすい「まち

づくり」だという視点を共有する。実際，子どもに優しい「まちづくり」は人気がある

し，まちのブランドにもなる（子育てしやすい，犯罪が少ない，事故が少ない，学校が

多い，保育園が多い等）。この理屈が高齢者にもあてはまるのではないか（特殊詐欺の

ない町→地価上昇など）。 

 

（榊山委員） 

① 三市町においては，近隣住民間の関係の濃さや興味関心の高さ，自治体と住民との

距離の近さ，行政内部においても高齢者・福祉部門と消費者部門との近さ（心理的・物

理的）や相互に連携があることが東京都下との相違がある。行政職員においても，当該

地域をよりよくしたいという郷土愛が強く感じられた。その結果，行政内部での連携や

行動の早さ，住民に対する情報発信のスピードが速い。一方，東京都では，人間関係が

希薄で，自治体と住民との距離は遠く，縦割行政である。 



30 
 

  ② ２で記載したような，住民間，自治体（東京都下２３区や市町村）と住民との距離

は縮めることは容易ではないが，自治体と住民との間における様々なコミュニティ，民

間企業，自治会等を活用し，情報発信や相互の見守り関係を構築できないか。各自治体

に残る自治会や高齢者サロン等を活用できればよいが，東京都ならではの見守りの仕方

として，例えば，お年寄りに対するサービスに関するネットスーパー，宅配業者，ケー

タリングサービス等の民間業者を利用した情報発信及びそこからの通報窓口の整備も

有効ではないか。３市町では，自治体（消費者部門と福祉部門，職員と相談員）が連携

しているから生まれる自信や一体感が感じられたが，見守り者をバックアップする姿勢

の強化，具体的には，社協や地域包括へ弁護士が関わりを持つこと，既存の従事者相談

はもちろん，民生委員やヘルパー，ケアマネから相談を受けた消費生活相談員からの弁

護士相談の頻度を上げることや電話相談を可能にする等が考えられる。 

 

（江川委員） 

① 相異点：砥部町等は規模が小さいこともあり，組織の連携も比較的柔軟になされて

いるようであり，機動性が高い。住民同士の関係も密で，互助精神も豊かであり，より

よいコミュニティを築こうという意欲も高いように感じられた。消費者被害対策の点で

も，消費生活相談員である武田氏が中心的・積極的に関与しておられ，県警ＯＢの方の

協力も駆使して迅速に問題を解決するだけでなく，その後のフォローをとおして見守り

をより強固にする好循環を生み出しているようだった。 

これに対し，東京都（特に区部）では，各組織の連携に柔軟性や機動性を求めるのは

困難な面があることは否めず，住民同士の関係も希薄になっているところが多いと思わ

れる。消費生活相談員が高齢者の見守りに深く関与しているという例もどれほどあるの

か疑問である。その一方で，社会福祉法人などの民間団体や弁護士が見守りの仕組みづ

くりに積極的に関与している例はある。 

共通点：今後も高齢者が増えていくと見込まれる中で，どのようにして見守りの仕組

みを維持・強化していくか，特に，地域社会との関係性を持ちたがらない高齢者をどう

フォローしていくかという点は，共通の課題だと思われる。 

  ② 見守りの仕組みを実効性あるものにするには，高齢者部門と消費者部門の間の情報

共有，相互理解を深めつつ，連携して取り組んでいくことが必要で，このことが本質で

はないかと感じた。情報共有や相互理解が足りなければ，そもそも高齢者・消費者それ

ぞれ特有の問題を見落としてしまうおそれが残るし，連携が足りなければ，単なるたら

い回しになってしまいかねないからである。 

情報共有や相互理解を深めるという点からは，高齢者部門と消費者部門相互間の情報

発信を継続的にしていくということが地道ではあるが必要と考える。この点に関して，

消費者部門からの情報提供という点で，武田氏が実践されている， 近の被害事例や報
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道資料の継続的な提供が参考になった。もっとも，担当者間の関係が希薄な東京都内で

は，単に資料を送付するというのではなく，定期的に事例を報告する場を設けるなどし

て，できるだけ互いに顔が見えるようにする工夫が必要かもしれない。 

連携して取り組むという点では，例えば高齢者部門から消費者部門に協力を求めた事

案については，高齢者部門の担当者も一緒に取り組む，あるいはそれが無理でも処理内

容，結果を具体的に報告してもらうなどして，事案処理体験を共有できるようにするの

が望ましいのではないかと考える。このようにすることで，単なるたらい回しを防げる

だけでなく，相互理解を深めることにもつながるからである。 

 

  （中城委員） 

  ①②共通 今回の愛媛県の３市町では，消費者相談員の武田氏の力量によるところも大

きいとはいえるが，消費者部門と高齢者部門の連携が見事にできており，そこに警察Ｏ

Ｂの行政指導員の参加もあり，消費者被害の事前予防，早期解決に大きく寄与している

との感想を強く感じた。 

   新宿区の見守りネットワークも２３区では先駆的なものではあるが，愛媛県では松山

市より若干規模の小さな自治体であり，今回の視察での３市町と同様の取り組みは困難

との意見もあったが，都内各区でも自治会，町内会組織が従来からの住民を中心にしっ

かりしているところもあり，そこを中心にケアマジャー等を中心に見守りネットワーク

を中心に地元警察の協力も得て将来的に仕組みづくり検討していく必要を感じたとこ

ろである。 

 

 ２ 総括 

   言うまでもなく，東京都と三市町の 大の差異はその規模であり，これに伴う人的密

度である。ゆえに，三市町の取組みが，その規模が小さいことに基づいた昔ながらの人

的密度に依存したものであれば，土台東京都で同じことはできないということになる。 

   しかし，三市町の取組みは，決して規模の小ささだけに依存したものではなかった。

三市町の取組みのポイントは，主に①消費者被害に関する新鮮な情報の頻回の発信と共

有②もともとある地域のつながりを利用した異変に対する気付きが即時解決できる部

署に通報されるシステムの構築③賢い消費者となるための啓発活動及び連絡先の明確

化の３点である。②のみは三市町の規模が小さいことによるところもあるが，これは後

述するように，ある程度はフォローが可能であると思われる。 

   ①は，東京都でもやっているところではやっている。ただし，三市町では，この発信

をしている武田氏が自ら足を各部署に運んで顔つなぎをして②につながるシステム構

築の一助を為しているところ，そのまま東京都で同じことはできまい。しかし，この点

については，担当部署を超えた勉強会及び資料配布で代替可能ではないかと思われる
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（担当部署を超えた，というところがポイントである。消費者専門部のみが知識を深め

ても，ネットワーク内の知識の深まりにはつながらず，異変に気付いたり注意喚起を行

うことができず，ひいては連携も取れないということになるからである）。 

   ②は，現在の東京都で隣三軒顔見知りというわけにはいかない。東京都でネットワー

クに組み込まれるのは，少なくともデイケアや訪問サービス，配食システム等何らかの

サービスを受けている者に限られ，独居で何のサービスも受けていなかったり，あるい

は家族による囲い込みがある者らは異変に気付かれにくい。三市町では，行政と何のつ

ながりもない世帯であっても，通りすがりに声を掛ける等の活動も可能であったようだ

が，さすがにこれは東京都では難しいであろう。しかし，この点は，ネットワークの拡

充と③の啓発活動である程度は補える。即ち，高齢者が家族のサポートもなしに何のサ

ービスも受けていないということは通常考えにくく，行政に直結しない某かの民間のサ

ポートを受けていることが多い。よって，民間の業者をネットワークに多く組み込むこ

とで，それだけ目が行き届きやすくなる。また，数は多くないが何のサポートもない独

居者や家族の囲い込みがある高齢者であっても，何のサポートも受けていないというこ

とは相当レベルで判断力がしっかりしていると思われ，啓発活動と何かあったときの連

絡先を徹底して周知することで自発的な相談が見込まれるし，また能力に不足があるが

家族が囲い込んでいる高齢者の場合では，むしろ家族の方の教育が考えられるからであ

る。 

   もっとも，そのようにして気付きの体勢ができたとしても，異変を即時解決できる部

署につなぐことが必要であり，この点東京都では各区による差が未だ大きいように思わ

れる。末端のヘルパーらが異変を即時報告する体勢ができているか，また体勢ができて

いたとしても報告を受けた部署が適切な解決を導けているかどうかである。特に，後者

については，弁護士でさえ後見等の手続は取れても消費者被害の方はおざなりな解決に

なっていることもあり（逆も然り），消費者被害に専門的にあたる部署までつなぐこと

乃至消費者教育は必至である。 

   東京都において，消費者被害専門部署までつなぐことのハードルとなっているものは，

高齢者ネットワークと消費者専門部署との連携の拙さであると思われる。これが直接連

携していないと，高齢者は消費者部門を紹介されるのみで，自力で相談に行かねばなら

ず，高齢者にそのような動きは期待できない。ネットワークでの気付きがスムーズに消

費者部門まで到達し，かつ消費者部門の方から足を運ぶくらいの動きが必要である。こ

の点，連携については①の勉強会等を通じて顔をつないだり，あるいは現在構築を推奨

されている協議会を利用したりネットワークに消費者専門相談員を初めから組み込ん

でおくという手法が考えられる。また，出張相談については，制度としては存在してい

ても，実際に利用されている件数は極小であるという例が散見される（新宿区ですら出

張相談は年間一桁しか行われていなかった。二弁の出張相談を振り返ってみてもおそら



33 
 

く同じことが言えるのであり，弁護士も猛省して改善に勤しむべきであろう）。運用上

の問題が生じている理由もまた多々あろうが（費用が高い，周知が足りない，個人情報

保護など），いずれも改善は容易であると思われる。 

   念のため，個人情報保護に関して更に述べると，東京都の区によっては，呼ばれても

いないのにネットワークで異変が発見されたお宅に出張して介入することに躊躇いを

覚える場合があるようである。しかし，通常は，異変を発見したもっとも近しい者（ヘ

ルパー等）が同行することで，ほぼ訪問の同意が取れないことはないそうである。また，

ヘルパー等が発見した異変をネットワーク上部に繋ぐことに個人情報保護の問題が生

じていないのであれば，消費者部門が他部門であるからと言って情報提供を躊躇う理由

にはならないように思われる。ただし，消費者被害に遭ったことのある人物のリストア

ップ及び全体共有にはやはり問題が残り，ヘルパー等直接相談者に相対する者が閉じた

関係の中でその後の動向を気にするのは問題ないとしても，リストアップして広いネッ

トワーク内で個人を特定できる形で情報を共有するのは，ネットワークが拡充されるほ

どに問題が生じてくると思われるため，それ相応の匿名化処理が必要であろう。 

   なお，三市町のネットワークに特有のものとして，警察ＯＢの関与があった。悪徳業

者が も恐れるであろう相手は行政よりも警察であるから効果は甚大であるが，三市町

でも立ち合いまで行われた事例はかなり例外的であり，主な関与は双方間の情報提供に

留まっているようである。これは，東京都でも実践できている区が存在する。 

   ③は，東京都でもそれなりに行われているようである（但し区によって温度差は当然

にある）。もっとも，②の隣近所が顔見知りではないという都会の特性に沿って，三市

町以上に啓発活動と連絡先の周知が必要であるところ，要求されるレベルには達してい

ないと思われる。定期的な刊行物の配布，ステッカーの配布，メールや無線等を利用し

た情報提供，出前講座の更なる工夫が必要であろう。 

   後に，弁護士のネットワークへの関与について述べる。①については，行われる勉

強会等に弁護士も加わって講演ないし座談会を行う等が考えられる（例：品川区企画）。

②については，三市町では弁護士がネットワークに加わってほしいと望んでいたが，東

京都でも弁護士のネットワーク参加の必要性は変わらないはずである。現在は，個別に

縁のある弁護士が会議に出席する程度のようであるが，各区と構造的に弁護士がつなが

る必要性があると思われる。新宿区では，システム内に弁護士がいない代わりに消費者

センター内で行われている弁護士の法律相談を勧めるに留まっているようであるが，こ

れでは確実に弁護士まで相談を繋げることができないので，もっとネットワーク内に加

わっていく活動が必要である。大田区では従事者相談が存在するが，これも三市町の解

決スピードに比べれば月１回の従事者相談では対応できない場合もあると思われる。お

そらくそのような場合は，区の無料相談等を勧めるに留まっていると思われるので，い

ずれにせよ弁護士サービスをもっと使いやすく提供する術の模索が必要である。③につ
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いては，啓発活動の一環として弁護士からも講座等を安価に提供していくとか，刊行物

に執筆をする等の活動が考えられる。とはいえ，①から③のいずれも，弁護士の場合は

無償で提供できるサービスの範囲に限りがあるであろうから，大田区や品川区のように

区側で必要性を認識して予算を付けてもらう努力をするか，あるいは給料保証のあるス

タッフ弁護士等の活用につなげることを考えるべきかもしれない。 


