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第 21期第３回消費生活審議会（書面開催） 議事録 
 

１．「かながわ消費者施策指針（対象期間：2020年度～2024年度）」に基づく令和２年度事業報告と検証について 

 

（１）成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の強化について 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 武井会長 

 

来年からの成人年齢引き下げを見据えると、コロナ禍で消費者教育教員研修中止、学校

向け出前講座・インターネット被害未然防止学校向け講座の回数減などの影響は非常に

残念であり、SNS を活用するなどの工夫は評価するが、急を要する「成年年齢引き下げ

に関する注意喚起と契約についての消費者教育」について、３月までに現行計画に無い

ものも含めて柔軟に工夫して実施することが重要である。 

－ 

令和３年度は、当初の計画以外に、成年年齢引下げに伴う消費者トラブルへの注

意喚起等を行う若者向けのサイトを県のＨＰに開設するとともに、啓発用ポスターを

増刷して県内の高等学校に再配布、大学・専門学校に新たに配布するなど、柔軟

な対応をしているところです。 

 

2 西海委員 

 

子供の状態（社会人・学生等）によって、子供が詐欺被害に遭った場合の親の対応は異なる

が、どんな場合でも親としては解決の道を子供に示すか子供とともに解決しなければならな

い。そのための法律知識・相談窓口の周知は必要である。子供本人と同様に保護者への啓発

活動は必要だ。 

― 

令和２年度には、高校１年生の保護者に向け、成年年齢引下げに伴う注意喚起の

ためのチラシを配布しました。令和３年度は、保護者向けの啓発動画や専用サイト

を作成するなど注意喚起等を行います。来年度以降も引き続き保護者向けの啓発

を行ってまいります。 

 
 
（２）高齢者等見守りネットワーク構築について 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 武井会長 

 

・「高齢者見守りネットワーク構築に係る啓発等」はもっと強化すべきである。 
・事務連絡を発出したこと、市町村への働きかけ（コロナ禍とはいえ平塚と座間

の 2 か所だけ）、啓発ツールの作成、配布だけでは寂しい。もっと積極的に多くの

自治体に働きかけるべきである。 

（添野委員） 市町村の高齢者保健福祉計画で

は、施策の一つとして消費生活相談等が位置

づけられているものも見受けられます。前回も申

し上げましたが、高齢者を支えるという観点から

市町村の高齢者福祉の取組と連携することも効

果的と考えます。 

（佐藤委員） 人的なサポートも必要と思われま

す。 

 

市町村における消費者安全確保地域協議会の設置促進に向けて、引き続き、各

市町村社会福祉協議会や民生委員児童委員協議会等、高齢者と関わりのある団

体を通じて啓発に取り組むとともに、個々の市町村の状況に応じた支援を行いま

す。 

また、地域協議会設置促進に向けては、県職員のみでなく、県弁護士会所属弁護

士と一緒に個別に市町村を訪問し、意見交換等を行う等、新たな取組みを予定し

ているところです。既存のネットワークに消費生活部門が参画している市町村もあ

ることから、市町村への個別訪問の結果を県福祉部局と共有し、そうした市町村に

対して、地域協議会設置に関する課題解決に向けた助言を行うなど、協議会設置

促進に向けた取り組みを進めます。 

これらの状況については、本審議会に報告し、効果的な働きかけ等、今後の進め

方について助言を頂きたいと考えています。 

2 角田委員 

 

地域社会に関しては「高齢者等見守りネットワーク構築に係る啓発等」について

は、△評価ですが、消費生活相談対応を含めて、より積極的にネットワークの構

築に取り組むことが急務と考え、そのためには、県からの支援が有用です。 
 

－ 

3 小野委員 

 

「主な実績」の 2 つめに「市町村を訪問し、現状や阻害要因等の聞き取りを行う

など、市町村への働きかけを実施（平塚市、座間市）」とあり、こうした取組みの

積み重ねは大切だと思います。県全体で見守りネットワークをするための原動力

になるよう、まずは実態や知見などを審議会でも共有して頂くことを期待します。 
－ 

4 村上委員 

 

ネットワークの趣旨は充分に理解できます。しかし、市町村によっては未整備な自治体

もあると思います。ネットワークが構築できるまで、補完として同じ小柱の「高齢者の地域

見守り」の民生委員児童委員の活用、又は地域関係団体（地域包括支援センター、社

協）との協力体制を強固にする事も考えられると思います。 

（沼尾委員） 被害にあいそうになった時、そのこ

とを呟くことのできる関係があること、そこから支

援や相談につながるような日ごろの関係づくりが

欠かせない。地域包括支援センターを含め、コ

ミュニティの場づくりと情報共有が大切と考える。 

（佐藤委員） 地元自治会との連携も視野に入

れて頂きたいと思います。 

既存ネットワークの状況に応じて、市町村と支援や連携について検討してまいりま

す。 
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No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

5 村上委員 

 

コロナ禍で集会等が開催する活動ができなくても、各市町村の民児協は創意工夫しな

がら、高齢者への顔が見える見守り活動は展開しています。見守り活動時に県からの

「かながわ消費生活注意・警戒情報」の配布物を活用し注意喚起を行っています。今後

もこれらの支援を頂ければ、ダイレクトに高齢者への啓発と被害防止につながると思い

ます。 

－ 

「かながわ消費生活注意・警戒情報」については、今後も紙媒体により発行し、見

守り活動時に活用いただけるよう、有用な情報発信を行ってまいりますので、引き

続き、民生委員児童委員の皆様のご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

（３）「悪質な訪問販売 撲滅！かながわ宣言」宣言団体との取組みについて 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 角田委員 消費生活相談をみると工事関連や新聞などの訪問販売トラブル等の消費生活相談件数

も引き続き少なくない件数があるようである。団体との取り組みをさらに有用にするた

めに、被害の未然防止の取り組みの延長としてトラブルがあった場合の協力といったこ

とも検討されるとなおよいのではないか。 

－ 

宣言団体との意見交換会などの機会を捉え、トラブルがあった場合の情報共有等

を引き続き行ってまいります。 

2 菊池委員 

 

悪質業者は、団体に所属していないため、悪質な事例が発生する業種団体への働きかけ

は、同業組合員を「守る」という視点で、参画・協力の呼びかけをしてみては。 
（佐藤委員） 団体によるアピールを促す

ことは重要と考えます。 

訪問販売を行っている事業者の団体で連携が可能な団体があれば、参画・協力の

呼びかけを検討してまいります。 

3 庭野委員 

 

「悪質な訪問販売撲滅！かながわ宣言」に基づく取り組みで、違反の「疑いがある訪問販売を

行う事業者についての相談が寄せられている」と記載されています。同時に、宣言の「効果検

証を行うための指標を設定する」ことが課題とされています。 

ここで言うところの「宣言の取り組みにおける効果の検証」は、相談に現れた数値を減らすとい

うことであり、その際に「宣言」団体の取り組みが効果を発揮したかどうかということではないかと

考えます。悪質な訪問販売に対する相談が寄せられている事業者・事業者団体、ないしは業

界に対する取り組みを進める中で、その取り組みの方法の一つとして「宣言」団体の取り組み

を位置付けていってほしいと思います。 

（西海委員） 団体加入している業者は悪

質な販売方法を取らない。姿をあらわさな

い業者による犯罪を防ぐ方法が課題だ。 

悪質な訪問販売撲滅宣言の効果検証指標の一つとしての相談件数減は、宣言団

体による取組みだけでなく、県が行う法令に基づく事業者規制、消費者に対する

消費者教育の推進と合わせて実現できるものと考えております。 

なお、県の消費生活センターにおける相談件数は、被害件数に比例して増減する

だけではなく、地域の見守り活動での呼びかけや各種広報によって、消費生活相

談に結びつくことによる増加も想定されるため、「宣言の取組みにおける効果の検

証」のための指標としては、相応しくないと考えています。一方、宣言団体に寄せら

れる訪問販売に関係する苦情相談の件数は、宣言団体の加入事業者の営業活動

に対する消費者からの苦情の状況を表すものであり、自らが適正な訪問販売を行

うという、宣言に基づく取組みの指標の１つに成り得ると考えられるため、宣言団体

における苦情相談件数の把握について、県からも働きかけてまいります。 

 
 
（４）講座や教材のオンライン化、デジタル化関係について 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 角田委員 

 

新型コロナ感染に関する緊急事態宣言等の中、さまざまな講座等の実施ができなかった

のは、県民等の安全安心を守るためには仕方がなかったことです。 
今後のウィズコロナの状況、さらに一般生活に戻っても、オンライン等を用いての講座

等への取組みが必要でしょう。大学の授業や研究会などの経験からすると、オンライン

が適している講座などもあると考えられます。さまざまな工夫ができると思われます。 

－ 

Web 配信方式による研修は、感染対策の側面だけではなく、期間内に自分のタイ

ミングで受講できることから、研修機会確保の面で有効な方法と考え、引き続き実

施していきます。 

相談員研修の Web 配信方式での実施だけではなく、県内市町村との事例共有の

場である消費生活相談担当者会議も Zoom 会議で実施し、情報共有等の機会の

確保に努めています。今後もさらに市町村支援の面におけるオンライン活用を進

めていきたいと考えております。 

また、出前講座等については、対面方式のみでなく、申込者の希望がある場合

は、オンライン方式により対応しています。 

 

2 天野委員 

 

令和 2 年度について、計画通り実行可能なものについては、取り組んでいただいたもの

と判断致しました。新型コロナ禍により対面を伴う事業が、達成困難もしくは半減とな

っているようです。 
今後も変異ウイルスの発生と拡大等で先行きが見通せない一方、消費者側ではオンライ

ン環境の整備が進んでいる状況もありますので、積極的な SNS の活用やオンラインで

の実施を具体化していけると良いと思います。 

－ 
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No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

3 添野委員 

 
新型コロナの影響で集合（対面）方式でのセミナー等の開催が制約される中、オンライ

ン方式での開催に対応することは必要と考える。コロナ禍終息後も、場所（録画配信で

あれば時間も）の制約を受けないというオンラインの利点を活かし、講座等の受講がし

やすい環境づくりにも役立つと考える。 

－ 

4 沼尾委員 指針策定時にはあまり意識されていなかった、オンラインやオンデマンドによる対応について、

今後積極的に取り組んでいく必要があるとの整理がなされており、取組みに期待したい。 － 

5 矢野委員 

 

対面の講座形式ではなく、Zoom 等を使った被害未然防止講座の実施可能性を探って欲し

い。計画に対し、１/３程度はあまりにさみしい。 － 

令和２年度の実績は、ご指摘のとおり、計画どおり実施できませんでしたが、令和３

年度以降は、オンライン方式により、出前講座等を実施できる体制を整備し、消費

者からの希望に応じた講座を実施しております。 

6 高田委員 

 

高齢者、障がい者個人では、オンライン方式はハードルが高いため、中間支援団体や社

会福祉法人と連携する必要がある。 

（西海委員） 健常者の高齢者はどの団

体にも属していない。DX 難民の対応をど

うするか。 

講座のオンライン化や教材のデジタル化等を進めるだけでなく、感染対策をしっか

り取りつつ、対面による出前講座も継続して実施するとともに、高齢者、障がい者の

方向けの消費者被害未然防止に係る資料については、紙媒体での発行を継続し

ます。各種団体との連携の可能性については、庁内関係部局と状況を確認してま

いります。 

7 錦委員 

 

令和２年度に計画されていた消費者教育関係の多くの研修会が、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、開催中止となったとあります。 

その件で、次年度に向けての課題として、「今後対面方式に加えて、オンライン方式による講

座実施を検討していく必要がある」と書かれていますが、消費者教育教員研修の実施の項目

のみ、「録画配信によるオンデマンド方式での講座実施を検討していく必要がある」となってい

ます。 

オンライン方式とオンデマンド方式、対象や研修内容によって、めざす形式を変えるという意味

でしょうか？ 

いずれにしても、対面方式で研修や講座が実施可能になるのが良いとは思いますが、オンライ

ン方式・オンデマンド方式等、インターネットを利用した研修や講座は、多忙な参加者や講師と

の時間調整が難しい場合でも、受講・実施可能なので、今後も、さらに拡充されることを願って

おります。 

－ 

講座や研修については、対象や内容に応じて実施方式を変えています。例えば、

消費者教育教員研修については、教員が受講しやすくなるよう、録画した教材をイ

ンターネット上で配信するオンデマンド方式を取っています。 

研修や講座は、これまでは対面方式による開催のみとなっていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大に伴い、本年度は、対面方式に加えて、オンライン方式によ

り開催しています。 

来年度以降も引き続き、対象や内容によってより効果的な方法を用いて開催する

ことで、消費者教育を推進してまいります。 

 

 
（５）ＳＮＳの活用等効果的な情報発信について 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 小野委員 

 

大学のオンライン授業で、行政や事業者が作成した消費者教育の動画について調べる

課題を出したところ、神奈川県の「コレがまさかのアレでした」を題材に選ぶ学生が

一定数おり、内容がシンプルで、長さもテンポもちょうど良いと思います。完了視聴

回数が Twitter、YouTube、LINE を合わせて 236.6 万回とありますが、YouTube の

再生回数をシリーズの 7 つのコンテンツで合計してみたところ 1.5 万回を上回る程度

でした。今後、同様の動画配信の参考にもなることから、残る 235 万件の Twitter と
LINE の再生回数とそのカウント方法が気になりました。 

－ 

啓発動画「コレがまさかのアレでした。～若者の消費者被害～」の完了視聴回数

236．6 万回（YouTube：約 139 万回、Twitter：約 20 万回、LINE：約 76 万回）という

数字は、令和２年度に期間や地域を限定し、業者委託により集中的に広告配信し

た際の数字であり、委託業務終了後は、当該動画は削除されています。 

現在は、県の広報用チャンネル「かなチャン TV」で公開しており、前述の視聴回数

とは異なるものとなっております。 

「かなチャン TV」における当該動画の視聴回数は、まだ少ないことから、審議会委

員の皆様におかれましても、学生への周知や、SNS アカウントのフォロー、関連ツイ

ートのリツイート等のご協力をお願いいたします。 
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No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

2 添野委員 

 
苦情相談の契約当事者として、指針の重点的取組対象のうち高齢者が減少する一方、

若者（20 代）が増加している（資料 2-1 p3、p10）。中高生については学校を通じた

啓発が行われているが、学生以外の若者にどう情報を届けていくかが課題と考えられ

る。 
そうした中で、啓発映像の Web 広告発信が 1 か月で完了視聴回数が 237 万回となっ

ていることは、媒体や情報の届け方の工夫によって若者にも情報が届くということを

示唆しているものと考えられるので、受け手となる若者の意見も踏まえながら効果的

な情報発信の方法を引き続き検討していく必要があると考える。 

－ 

学生以外の若者への情報発信としては、県立青少年センターを経由して、不登校

やひきこもりの若者支援団体や親の会等に、成年年齢引下げに関する啓発資料

の紹介を行っているところですが、その他の学生以外の若者へ効果的に情報を届

ける手法については、庁内関係部局との連携の他、商工会議所等、新たな連携の

可能性を検討し、学生以外の若者へも情報が届けられるよう取り組んでまいりま

す。 

若者の意見を踏まえた効果的な情報発信については、若者の意見を聞く機会を

設ける等の工夫をしつつ、引き続きＳＮＳを活用した情報発信を行ってまいります。 

3 庭野委員 

 

Web広告完了視聴回数が 236万回というのはすごい数値だと思います（前回も報告されてい

ましたが）。この経験をふまえて同様の取り組みをして展開していってほしい。 － 

今年度は、保護者向けに Web 広告配信を予定しており、引き続き効果的な啓発を

検討してまいります。 

 

4 矢野委員 Ｗｅｂ広告発信：１ヶ月間で 2,366,911 回の視聴を評価。鮮度を心がけ、魅力ある発信を！ － ＳＮＳによる情報発信については、引き続き、機を捉えた情報発信に努めてまいり

ます。 

 
5 矢野委員 

 

コロナ禍での情報発信の厳しさ・制約の中、ＳＮＳによる情報発信については、目に見えるが

んばりが欲しいです。Twitter４３回は少なすぎでは？ 

 

－ 

6 沼尾委員 

 

「消費者教育」を考えるとき、必要な知識を持っているということも大切だが、実際には、目の

前に具体的な取引相手がいる場面で、適切な対応が取れるかどうかが重要である。知識提

供は大切だが、最近よく見かけるようになった映像資料（具体的なシーンを描いたもの）や、

コミック、イラストのほか、演劇やロールプレイゲームなど、立ち振る舞いについて記憶に残る

ような伝え方の工夫することも大切だと思われる。YouTubeでの動画発信などの工夫も考えら

れてよい。また、高校や大学を対象としたインターンシップなどで、生徒や学生目線で PR 動

画や資料を作成してもらう方法もあるだろう。SNS は、行政が直接発信することも大切だが、

影響力のあるインフルエンサーや若い世代などに、具体的な活動などとともに発信してもらう

と、インパクトがある。 

－ 

これまでも映像による啓発資料の作成や、SNS を活用した広告展開、高校生記者

によるフリーペーパーの作成等を行ってきましたが、ご指摘のとおり、実際にトラブ

ルに巻き込まれた場面を想定し、記憶に残るような伝え方の工夫することは非常に

重要であると考えております。 

令和３年度は、角田会長代理の大学のゼミ生に、若者向け啓発資料作成にあたっ

てのヒアリングにご協力いただいたり、情報系の専門学校との連携を検討している

ところですが、成年年齢引下げに伴う若者への消費者教育の強化として、引き続

き、若者が主体となった消費者教育の手法を検討してまいります。 

また、ご意見にあるような、コミック、イラストのほか、演劇やロールプレイゲームとい

った手法について、そうした実績やノウハウをお持ちでしたら、情報提供等、ご協

力をお願いいたします。 

 
 
（６）消費者被害救済に向けた取組みについて 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 角田委員 

 

専門チームの取り組みは、対応力向上に有用であり、良い取り組みである。 
キャッシュレス決済は、相談分類上の商品役務ではないが、消費者の被害救済に際し

ては、キーになることが少なくなく、専門知識や業界の状況等の知識や事例を知るこ

となどが必要で、こうした分野にも積極的に取り組んでもらいたい。 
－ 

消費生活相談においては、常に新たな専門知識を習得して相談に対応していくこと

が必要であることから、引き続き専門性の取組みにおいて、各ジャンルの専門家等

から最新状況や事例について習得し、日々の相談対応に生かすとともに、県内市町

村に情報提供していきます。 

 

2 矢野委員 

 

・消費生活課内に設置されたチームについて：相談事案を事業者・消費者被害救済委員会

付託・適格消費者団体への情報提供に３分類する時の基準の明確化と公表を求めます。 

・“見える化”による県民の信頼性獲得の為に、チームにプロではない一般県民を入れること

を検討して下さい。 

・救済委員会の実績の公表を求めます。 

 

－ 

・ 消費者被害検討チームの取組みは、消費生活審議会等の県附属機関等と異な

り、消費生活課職員による内部検討の取組みとして実施しております。よって、

外部公開、外部者の参加、傍聴等を想定しておりません。 

・ 消費者被害救済委員会の「過去の付託事件」、「会議結果」については、本委員

会のホームページ内で公開しております。 
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（７）その他 

No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 角田委員 「かながわ消費生活注意・警戒情報」は良く出来ています。より広く、確実に関係者

や消費者に届くよう、さらに工夫することを期待します。 

－ 

「かながわ消費生活注意・警戒情報」は、毎回 6,200 部発行し、県内の市町村や社

会福祉協議会、老人クラブ連合会等約 350 箇所に幅広く配布しているほか、ホーム

ページ等にも掲載しております。 

また、県のたより 10 月号でも、コロナ禍における消費者被害防止等の特集記事を掲

載し、県内全世帯への注意喚起及び消費生活相談窓口の周知を行ったところで

す。 

2 山口委員 

 

（資料１－２「消費生活相談員、行政職員に対する人材育成研修の実施」に関して） 

コロナ下において相談機能を維持していくために、当該テーマに関する知識と対応方法に

ついて理解が広がるよう、研修を含め、取り組みの強化に努めていただきたい。 
－ 

受講者からのアンケート結果を踏まえて改善を図り、より効果的な研修となるよう努め

てまいります。県内相談員、有資格者等を対象とした研修については原則として

Web 配信方式での実施とすることで研修機会を確保し、県内相談員の対応力強化

に努めていきます。 

3 山口委員 （資料１－２「災害等非常事態における消費生活に関する知識と理解の促進」関して） 

現在の状況において消費生活を維持していくために、特に高齢者に網羅的に情報が伝わる

よう、工夫されていることはありますか。より具体的な情報、新しい情報が伝わるよう取り組み

をお願いいたします。 

－ 

ご意見のとおり、ホームページやＳＮＳによる情報発信だけでは、高齢者に網羅的に

情報を届けることは難しいですが、このたび、県のたより 10 月号において、コロナ禍

における消費者被害防止等の特集記事を掲載し、注意喚起及び消費生活相談窓

口の周知を行ったところです。 

 

4 庭野委員 

 

「県立高校における高校生向け消費者教育資料の授業等での活用状況」のデータが掲載さ

れており、こうした定量的なデータがあると評価と課題が明瞭になるので大変良いと思いま

す。ぜひ今後とも効果検証を重視して進めていただきたい。 

そのうえでこのデータについて質問です。①分母は全県立高校ですか？ ②「課程」 

が単位となっていますが、学校数ではないということですか？ 

－ 

引き続き効果検証を進めてまいります。 

ご質問に対する回答ですが、①全県立高校です。②課程が単位となっております。

（同一校で全日制と定時制を有している学校などがあるため、学校数ではなく、課程

数となっております。） 

5 矢野委員 

 

（資料１－２「消費生活協同組合の適正運営の」に関して） 

いかなる項目で検査が入ったのか、明記を求めます。 

－ 

消費生活協同組合は、消費生活協同組合法に基づいて設立された法人で、同じ地

域に住む人たち、または同じ職場に勤務する人たちが生活の安定と生活文化の向

上を図るため、相互の助け合いにより自発的に組織する非営利団体です。その趣旨

を尊重しつつも生協の活動が適正に運営されているか、自主性の裏で不正に悪用

されていないか、指導監督をしています。そのため定期的に検査を実施し、組合の

業務又は会計の状況について、法令、定款又は規約の遵守状況を確認するととも

に、生協の現状の把握と、業務の健全かつ適正な運営の確保を行っています。 

6 矢野委員 

 

課題：小学生向けの資料を作成することが急務と考えます。消費者教育は幼児期からのスタ

ートによって、より効果大だと考えます。 

－ 

小学生向け資料としては、「『プリペイドカード』を知って”お金名人”をめざそう！」を

作成し、県内の全小学５年生を対象に配布しています。また、幼児向けの啓発につ

いては、幼児期の子どもが遭遇しやすい身近な事故による傷害を予防するため、幼

児が遭遇しやすい事例等をＳＮＳで情報発信しております。来年度以降についても、

効果的な情報発信に努めます。 

7 矢野委員 

 

課題：コロナ禍での情報発信について県庁内での部局横断チームを作り（民間活力の導入

を必須と考えます。）、あらゆる可能性を探りながらの実施を求めます。“できない”を前提に

するのではなく、“できる”を命題に何をプラスすれば可能かという視点を求めます。 
－ 

コロナ禍での情報発信については、庁内では、健康医療局医療危機対策本部室に

おいて全庁の取組みをまとめたホームページ（http://www.pref.kanagawa.jp/docs/g

a4/covid19/index.html）を運用する他、知事室の運用するＳＮＳ等で庁内の関連す

る取組みについての情報発信を行うなど、すでに部局横断的に取り組んでいます。

これらのスキームを活用してコロナ禍における消費者トラブルに関する注意喚起も行

っているところですが、引き続き効果的な情報発信を検討してまいります。 
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No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

8 矢野委員 

 

（資料１－２「消費者教育の担い手の育成・活動の支援」に関して） 

課題：消費者教育の担い手育成は大切なことではあるが、一人ひとりの県民が「自ら考え、行

動する消費者になるために何をすべきか。」ということを“自分ごと”として考え、行動しなけれ

ば大きな広がりは作れないと考えます。その為に一人ひとりが考え、行動するというゴールか

ら、逆に施策・システムを作るという発想の転換を検討すべきだと思います。 

（西海委員） 県民が受動的ではなく能動

的に行動することが大切だ。行政が発信

する情報をアンテナをはって受信する県

民意識が大切だ。 

一人ひとりが考え行動すること、すなわち消費者市民社会の実現は、指針の基本理

念としているところですが、そのためには、行政だけでなく、消費者団体、事業者、事

業者団体や学校等、多様な主体との連携が重要と考えます。引き続き、消費生活審

議会でご意見を伺いつつ、指針に基づく施策を推進してまいります。 

9 菊池委員 

 

（資料１－２「悪質商法目安箱」に関して） 
今後の取り組みとして、「悪質商法目安箱」は、日常的に情報収集をする手段として、

有効と思われる。受付件数４０件という実績をどうとらえるかは難しいところだが、

町内会や高齢者等見守りネットワークなど、組織を活用した体系的な展開も効果的で

はないかと思う。 
－ 

より多くの情報を集約し、事業者指導等に繋げられるよう、ＳＮＳの活用や関係団体

への周知のほか、県のたよりや消費生活課が定期発行する「かながわ消費生活注

意・警戒情報」に掲載して利用を呼び掛ける等、効果的な周知方法を検討してまいり

ます。 

また、組織を活用した体系的な展開については、今後、地域見守りネットワークの構

築を市町村に働きかけていく際に、県の悪質商法目安箱の活用を呼びかけることも

検討してまいります。 

 

10 菊池委員 

高田委員 

事業実績に対する評価が不整合と思われる箇所が見受けられる。 

－ 

研修や講座等、当初予定した回数を実施できなかった事業について、「〇：初

期の目的を達成できた」「△：所期の目的を達成できた・所期の目的を達成で

きなかった以外」の評価に不整合があるのではないかとのご意見ですが、本

掲・再掲の部分の記載で誤りがあった部分は修正しました。また、予定回数

を実施できなかった事業について、オンライン化の試行等、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大の影響により、全庁的に講座等の実施が困難だった中

で、何らかの代替手段を講じたことで所期の目的を達成できた事業もあるも

のの、単に回数減となった事業については、評価を見直し「〇→△」としま

した。 

 

11 高田委員 （資料１－１「基本方向１ア①幼稚園における消費者教育の土台の形成」に関して） 
コロナ禍において、消費者教育につながる学びの芽生えが育めるほど遊びや生活体験

が本当にできたのか？できたとしたら、どのような工夫をされたのか？ 

－ 

コロナ禍において、集団で遊んだり、公共の施設を訪問等したりすることに制

限がある状況でしたが、次のように工夫し、消費者教育につながる学びの芽生

えを、遊びや生活体験を通じて育む取組みを実施しました。  
〇幼児は物に愛着をもつことから、次第にそれを大切にする気持ちが育つの

で、幼稚園生活の中で、身近な物を大切にし、無駄なことをしないようにする

気持ちが育つよう、一つ一つの物に愛着を抱くことができるよう支援しまし

た。 
〇幼児が物を使って遊ぶ中で、その物があることによって遊びが楽しくなるこ

とに気付くことができるようにし、幼児の一人ひとりが遊びを十分に楽しめる

ような活動を工夫しました。 
〇教員が紙の切れ端や空き箱などを利用して何かを作って見せたりするなど、

工夫の仕方で新しい遊びができることを知らせ、幼児の物への関心をより豊か

にできるようにしました。 
12 高田委員 

 

実績では、契約のきりふだ（若者編）消費生活出前講座等で約 8,000 部活用となって

おり、資料１－２では、消費生活出前講座は、合計 7 回実施、参加者 802 名とあるが、

8,000 部の根拠はなにか？ 
－ 

出前講座での活用以外に、市町村、高校、大学等での活用実績を含んでおります。 

13 高田委員 

 

2021 年 7 月 1 日より、日本財団の電話リレーサービスがスタートしたため、聴覚障が

い者の相談ツールとして、今後電話リレーサービスの利用を追加する。 
－ 

当該サービスについては、利用される方が事前に登録して利用する仕組みとなって

いるようです。当該サービスについては、サービス開始時に相談員にも周知してお

り、相談者の方が当該サービスを利用して相談をされてきた場合は、適切に対応し

てまいります。 
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No 発言委員 委員意見 意見に対するコメント等 県の考え方等 

14 高田委員 

 

精神保健福祉相談の実績は、精神保健分野の専門家配置数ではなく、相談件数とする。 
－ 

今後、相談件数についても報告するようにいたします。 

15 高田委員 

 

（資料１－１「基本方向１イ①市町村に対する啓発資料の提供」に関して） 
実績では、啓発資料の市町村消費生活センター等への提供数「契約のきりふだ（高齢

者編）31,950 部」となっており、資料１－２では、契約のきりふだ（高齢者編）30,500
部とあるが、どちらの数字が正しいのか。 

－ 

資料１－２の一部の誤りがありました。正しくは 30,500 部です。 

 

16 村上委員 多方面な視点から、多くの課題に取り組まれて実施された事業については非常に効果が上

がったと思います。又評価、課題も自己満足することなく客観的に判断していると見えます。

各実施担当課及び総括する所管課職員の努力に感謝します。 
－ 

引き続き、指針に基づき各種施策を推進してまいります。 

17 佐藤委員 参考資料１－１によれば、藤沢市、海老名市、逗子市との意見交換会において、DVD の活

用やリーフレット等の配布において自治会を活用することが有効との意見が見られます。市

町村から自治会を通じて適切な資料が行き渡るルートを確保することが大切ではないかと思

われます。 

また、市町から情報が常に得られるよう、市町から発信される情報が LINE やメールで各市町

民に届けられるよう、市町の体制づくりとともに、市町民から当該市町の情報サイトに積極的

にアクセスするような働きかけも重要です。 

それらの前提として、市町村の消費生活情報の窓口が確立されていなければなりません。県

から体制の不十分な市町村へのより一層の支援、特に人的な支援が望まれます。 

－ 

啓発資料の配布に際して、自治会を活用することや、自治体が運用する LINE やメ

ールで情報発信すること、さらには自治体の情報サイトへのアクセスを促すこと等に

ついては、各自治体によって状況が異なるため、一律に実施できるものではありませ

んが、県からは市町村の消費者行政主管課に対し、必要な情報を提供してまいりま

す。 

市町村の消費生活相談体制の整備への支援については、「消費生活相談員有資

格者名簿」を作成し、要望のある市町村に情報を提供することや、相談員や有資格

者を対象に、法令改正の内容や必要な専門知識に関する研修を実施し、有資格者

の相談業務応募の契機となるよう支援を行っているところです。さらに、消費生活相

談体制の充実に向けては、地方消費者行政強化交付金をより活用できるよう、制度

の改善を国に働きかけております。 

18 西海委員 保育園・幼稚園両卒園者も学齢に達すれば同じ小学校で学ぶことになる。幼稚園における

消費者教育の土台の形成では幼稚園に特化しているように感じられる文章だ。幼児教育に

おける消費者教育の土台形成とするべきだ。 

 － 

「幼稚園における消費者教育の土台形成」については、幼稚園における教育を所管

する教育局における取組みについて記載したものです。 

指針では、様々なライフステージに応じた消費者教育の推進を掲げており、コロナ禍

において出前講座の実施が難しい中、乳幼児期の子どもが遭遇しやすい事故等の

事例について、ＳＮＳ等を活用して情報発信しているところですが、今後、幼児向け

消費者教育推進を目的に、幼稚園・保育園を対象とした取組みを進めてまいりま

す。 

19 西海委員 

 

巣ごもりが長くなり、高齢者のメディアの視聴時間は長くなっている。詐欺の事例が紹介され

ている。自分が詐欺事案に遭った場合、遭いそうな場合、身近に相談できる人がいない場

合、「いても愚かだと思われたくない」との思いから表に出ていない事案は多いと考える。身

近な人には相談できなくても公的機関なら相談してみようかと考え、契約のきりふだが手元に

あれば自分で何とか解決の道を探ることができる。かくゆう私も契約のきりふだがあることも知

らなかったし見たこともない。もっと沢山の高齢者の手元に届くことを願います。 

－ 

契約のきりふだ（高齢者編）については、県内市町村の消費行政担当部局、民生委

員児童委員協議会、老人福祉センター、老人クラブ連合会等を通じて配布しており

ますが、庁内で高齢者の方が参加するイベントでの配布等、より多くの高齢者の方

の手元に届くよう工夫して配布してまいります。 
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２．令和２年度神奈川県内における消費生活相談概要について 

（１）インターネット広告で依頼した水回り修理に関する苦情相談について 

No 発言委員 発言概要 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 天野委員 

 

水回り修理の相談の増加について、県として記者発表や注意喚起を発信されている点を評

価します。加えて、摘発や業務停止命令事例などの情報（たとえば消費者庁によるマグネット

チラシの水道屋本舗に業務停止命令が出たことなど）も、随時、周知していかれると、効果的

かと思います。 

－ 

消費者庁による業務停止命令の情報等は、その都度、Twitter で紹介しており、これ

からも随時情報発信を心掛けてまいります。 

2 添野委員 

 

苦情相談件数が多い 40 代、50 代については、水回り修理、新型コロナ関連といった新たに

増加している苦情相談でも件数が多くなっている。 

（添野委員） これらの年代(40 代、50 代)

が新たに発生する苦情相談の対象になり

やすいとすれば、この年代に情報を届け

る工夫が必要と考える。 

これらの年代は、他の年代に比べて契約等の知識や情報収集能力は高いと思われ

ますが、こうした年代においても、消費者トラブルに巻き込まれることを意識していた

だけるような情報発信を行ってまいります。 

3 沼尾委員 水回りの苦情相談が 1.7 倍とのことだが、東京都の場合、東京都水道局コールセンターが信

頼できる事業者を紹介するサービスを行っている。神奈川県営水道や、市町村水道等との

連携も必要ではないか。 
－ 

消費生活相談窓口に水回り工事等に関する事業者の信用性についての相談が入

った場合、各水道営業所の指定給水装置工事事業者が記載されているホームペー

ジを案内し、確認するように助言しています。 

4 庭野委員 

 

トイレの詰まりなどの水回り修理に関する相談が増加していると指摘されています。インター

ネットで」検索した事業者を呼んでトラブルになる事例が多いようですが、トラブルになった事

業者に対してはどのような対応がされているのでしょうか？また事前の規制等はできないもの

でしょうか？ 
－ 

トラブルになった事業者に対しては、トラブルの内容によってはあっせんを行い、被

害が多数寄せられているケースで法令違反が疑われる場合は、事業者に対する指

導等を実施する場合があります。 

また、こうしたトイレの詰まり等の水回り修理に関する事業者については、許認可制

ではないため、事前に規制することはできませんが、特定商取引に関する法律等に

より、不実告知等の行為が禁止されています。 

 

 

（２）その他 

No 発言委員 発言概要 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 武井会長 

 

相談件数の減少について架空請求はがきの 7,000 件余りの減少が主な要因であるとしても、

外に２０年４月緊急事態宣言の下で相談窓口を絞られたり、一部の市で消費生活センターの

電話がつながらない状態が続いたこと、県のセンターをはじめ相談員の欠員が生じ、埋まら

ない状態がつづいていることも減少もしくは増加しなかった要因として検討すべきではない

か。 

どんなときでも消費者の相談を充分受け止められる体制を構築することが重要である。 

（高田委員）ちなみに、企業の苦情件数も

減少している。その理由として、訪問による

苦情対応を消費者が避けるため、来店で

の対応もしくは郵送がメインとなるが、訪問

より、労力の負担が大きくなるため、健康被

害以外は、申し出ないのではないかと推察

される。センターへの来訪者の減少も件数

減少の要因としてあるのではないか。 

令和２年度 神奈川県内における消費生活相談概要における相談件数の推移の

分析では、「令和元年度に 12,309 件だった架空請求ハガキ等の「商品一般」に関

する相談が 5,020 件と減少したことが主な要因」としておりますが、ご意見にあるよう

なコロナ禍における相談窓口の一部縮小の影響も含まれていると思われます。 

一方、コロナ禍においては、職員が感染した場合でも相談業務が停止しないため

の特別シフトによる相談を実施しており、引き続き、相談体制の維持に努めてまい

ります。 

2 武井会長 

 

相談例として紹介されている「結婚式のキャンセル」などは、当該相談者の被害にとどまら

ず、その救済水準が広く波及する問題であるので、法律の専門家である弁護士の力を活用

しながらセンターも積極的に介入して消費者の交渉力を補って斡旋を通して新しいルール

作りを模索し、その過程で請求金額が大きいことが多いので弁護士の紹介も積極的に考える

べきである。 

（武井会長） 結婚式のキャンセルについ

て、東京地裁 2021 年 9 月 27 日判決は式

の三日前にキャンセルを依頼した顧客の返

還請求を棄却しています。事案によって結

論に差が出ると思いますので、専門家の援

助が重要です。 

消費生活センターよりも弁護士に委任した方が解決を望めると考えられるものにつ

いては、費用面等相談者から承諾を得た上で、消費者問題研究会をはじめとする

弁護団に連絡し、弁護士による対応を依頼しています。 

3 角田委員 

 

（資料２－１ 「主な相談事例」に関して） 

（対応）も書かれるようになって、よくわかるようになりました。 

あっせん事例、助言事例、助言して消費者から報告があった事例などあげられているのはい

いのですが、内容と対応の適切さに若干アンバランスさがみられます。今後は、さらに配慮さ

れるとよいと思われます。 

－ 

苦情相談では、相談内容が複雑多岐にわたっているため対応も様々なケースがあ

りますが、できるだけ適切な対応となるよう努めてまいります。 
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No 発言委員 発言概要 意見に対するコメント等 県の考え方等 

4 天野委員 

 

成年年齢の引下げまで半年となり、20 歳未満と 20 歳代の若者を項目建てして報告さ

れており、有用な分析となっています。今後、概要の説明等のどこかに、成年年齢の

引下げのキーワードをひと言でも入れていただくとよいように思います。 
－ 

成年年齢引下げを目前に控え、若者やその保護者への注意喚起を強化すること

が重要であるため、今後発行する相談概要等において、成年年齢引下げによる影

響等について掲載するよう検討してまいります。 

 

5 小野委員 

 

 

新型コロナウイルス感染症に関連する相談件数や内容、そしてマスク、体温計、パルスオキ

シメーターなどの苦情相談の推移が参考になりました。この種類の記者発表資料を拝見して

いつも思うのですが、神奈川県内の状況だけでなく、全国の件数や、首都圏にある他の都県

と比較したデータがあると、神奈川県の独自性が高まるように思います。 

 

－ 

相談概要に、全国や近隣都県との比較を掲載することは、システムへの登録時期

や統計情報の発表が不定期であるため困難ですが、御意見を参考に、今後の啓

発資料等を作成する際に検討いたします。 

 

6 添野委員 指針では、重点的取組対象として高齢者・若者は位置づけられているが、件数が多いこの年

齢層（40～50 代）は対象として位置づけられていないように見受けられる。この年代は自身に

加え、親（高齢者）や子（若者）を含めた家族としての問題を抱える可能性があると考えられる

ため、この年齢層に着目した啓発（情報提供）も重要ではないかと考える。 

－ 

これらの年代は、他の年代に比べて契約等の知識や情報収集能力は高いと思わ

れますが、こうした年代においても、消費者トラブルに巻き込まれることを意識して

いただけるような情報発信を行ってまいります。 

7 沼尾委員 コロナ禍で、消費行動にも大きな変化があった状況下で、対面での相談や啓発などに限界

がある中、できることをできるところから進められたという印象である。 

消費生活相談を通じて、トラブル解決につながる例が紹介されており、「１８８」など、必要な

時に相談窓口につながる体制が構築され、消費生活相談に対する PRが行われていることの

成果と感じられた。他方で、コロナ禍にあって人との接触が減るなかで、相談につながらない

まま泣き寝入りするケースが増えていないかが気にかかる。 

－ 

これまでも啓発資料や動画、ＳＮＳ等において消費者ホットライン「１８８」の紹介を

行ってまいりました。また、このたび、県のたより10月号において、コロナ禍における

消費者被害防止等の特集記事を掲載したところです。今後も、様々な機会をとらえ

て消費生活相談窓口の周知を行ってまいります。 

8 矢野委員 （資料２－１ 表紙上段４行目に関して） 

前年度の救済金額がわかっているのであれば、前年度○○億円なので、○○％増あるいは

××％減の方がよりインパクトが強いと考えます。 
－ 

消費生活相談概要を作成するにあたっては、消費者が被害の傾向を理解し、自ら

の消費行動の参考とすることができるよう、記載方法等については、引き続き工夫

をしてまいります。 

 

9 矢野委員 （資料２－１の表紙の裏ページに関して） 

表紙１と同趣旨の情報のくり返しではなく、アドバイスと記すのであれば、 

①修理事業者を呼ぶ前に気をつけること 

②修理後に消費者ができること 

Ｐ.５へつながる記述とする等、“受け手”の側に立ったわかり易い情報提供が必要だと考えま

す。 

－ 

10 矢野委員 （資料２－１のＰ．１３に関して） 

新型コロナウイルス感染症関連苦情相談件数の推移（ａ）と県内の新型コロナウイルス感染者

数の推移（ｂ）を一つの表に記すことによって、（ａ）・（ｂ）間の相関関係が明確となる点があると

考えますので、以後記述の仕方をご検討下さい。 

－ 

11 村上委員 

（資料２－

１、資料２

－２） 

１ 資料２－１の記者発表資料は理解しやすく項目的、及び高齢者や若者の苦情相談のよう

に大きく年代を区分して頂ければ、啓発活動を行う時に年代に合わせて説明がしやすく、理

解が得やすいと思います。 

２ 県内市町村の相談件数がまとめられており、居住地の状況が理解でき注意喚起がしやす

くなると思います。併せて、各市町自治体の苦情相談の項目や年代別件数をあまり目にした

ことがないので、各市町村自治体で多くの住民に周知できるような方策が必要と思います。 

－ 

１ 記者発表資料の別紙において、「Ⅲ 高齢者（契約当事者が 65歳以上）の苦情

相談」と「Ⅳ 若者（契約当事者が 30 歳未満）の苦情相談」と年代を区分して相談

の傾向を記載しております。 

２ 市町村の相談概要等については、それぞれの市町村のホームページや公表資

料への掲載、また高齢者向けにチラシを作成し、地域包括支援センターに配架す

るなど、地域の実情に応じて住民に周知をしていると聞いております。 
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No 発言委員 発言概要 意見に対するコメント等 県の考え方等 

12 西海委員 （資料２－１「主な相談事例」に関して） 

全体に対応手段について説明している。相談者が対応手段を理解して自己対応できたかが

問題だ。７０代女性の訪問購入については後日連絡して解決できた事がわかるがすべての

事案についても結果を探ってほしい。高齢者は相談することによって解決もして貰える相談

窓口を求めている。 

－ 

苦情相談においては、基本的に相談者が解決したと思えるまで継続して相談に応

じております。なお高齢者からの相談では、必要に応じて地域包括支援センターな

ど福祉部門との連携を図っております。 

 

 

 

３．その他 

No 発言委員 発言概要 意見に対するコメント等 県の考え方等 

1 武井会長 審議会の開催回数が少ない現状に鑑み、県から委員への情報提供や求意見の機会を増や

し、逆に委員から県に意見や情報を随時伝えられる仕組みを作るべきである。 

またできれば委員相互の意見交換等の機会も設けてほしい。 

－ 

これまでも、記者発表資料や「かながわ消費生活注意・警戒情報」等を委員の皆

様に情報提供してまいりましたが、今後も県の消費者行政の推進に関する情報

を随時提供してまいります。また、委員の皆様におかれまして、県の消費者行政

の推進に有用と思われる情報がございましたら、是非事務局までご案内くださ

い。施策推進の参考とさせていただきます。 

この度の審議会は、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方

針」に沿って書面開催とし、複数回の意見照会を行い委員意見の共有を図るな

ど、通常開催と同程度の意見交換を担保できるよう工夫したところですが、ご意見

も踏まえ、今後は、委員相互の意見交換が可能となるよう、開催方法をさらに工

夫したいと考えております。 

 

2 角田委員 今後の消費者政策の運営においては、IT 関連の活用が不可欠で、特に新型コロナの感染

状況の終息は見えない状況での、ウィズコロナでは特に有用な活用方法の検討が急務と考

えられます。神奈川県は、行政全体としてデジタル化を進行させているのではないかと思わ

れますが、消費行政の分野にも積極的に取り入れることを望みます。 

 

－ 

消費生活相談における DX の検討、消費者教育資料のデジタル化、講座や会

議等のオンライン開催等、消費者行政の分野においても、デジタル化の検討は

必要であると考えており、今後、審議会にご意見を伺いながら検討を進めたいと

考えております。 

 

3 沼尾委員 参考資料にある高齢者や障がい者の周囲におられる方への案内だが、文字情報だけなの

が気にかかる。限られた紙面ではあるが、チェック項目について、それぞれイラストを入れる

ほうが、チェック内容がひとめで分かり、また印象にも残る。文字とイラストの組み合わせを考

えるなど、伝え方の工夫が必要という印象をもった。 

－ 

ご指摘いただいた事項について、今後資料を作成する際の参考とさせていただ

きます。 

4 小野委員 審議会の開催方法について、書面だけのやりとりでは論点がよく分からず、委員としての責

任が果たせているのかとても不安です。一般的に、審議会では検討事項が整理された資料

に基づく説明を頂き、その上で審議会のメンバーで情報の共有をはかり、具体的な論点を見

出した上で解決策や方向性を探るといったプロセスを辿るように思います。そのために必要

な環境や機会が確保されないまま、委員が個々に資料だけを読み込み、文書で意見を表明

する方法では、本来の責任が果たせるのか疑問です。新型コロナウイルス感染症の拡大は

昨年度からすでに起こっている事象で、他の関連事業も含めてオンラインによる施策を講じ

るための備えが必要なことは明らかです。神奈川県くらし安全防災局の下に本審議会は設

置されていますが、防災の観点からも安定したオンライン開催ができる設備は必要不可欠な

インフラなのではないでしょうか。審議会については、必要に応じて Wi-Fi ルーターをレンタ

ルするなどの形で情報環境を補強して、全面体な環境が整備されるまで繋ぐ形での実施も

できると思います。 

（添野委員） 集合形式での開催が難しい状

況がいつまで続くか不透明な状況を鑑みる

と、書面開催以外にも、オンラインでの開催

を選択肢として用意し、議題によって開催方

法を使い分けるなどの工夫は必要かと思い

ます。 

（高田委員）多分、リモートを実施するにあた

り、会議室の確保が難しいのではないかと思

います。弊社でも、リモートが可能な会議室

は、先までスケジュールが埋まっています。

私のクライアントは、行政が多いのですが、

対面の場合、会議室が取れなかったという理

このたびの審議会は、庁内において、新型コロナウイルス感染症対策業務への

対応を急遽求められることが想定されたため、書面開催とさせていただきました。

複数回の意見照会を行い委員意見の共有を図るなど、通常開催と同程度の意

見交換を担保できるよう工夫したところですが、委員の皆様には、事務局からの

十分な説明のない中で、資料を御確認いただく等、ご不便をおかけしました。 

また、前回審議会で、初のオンライン開催を試みましたが、通信環境の悪さ等か

ら、一部音声や映像の途切れが生じ、ご迷惑をおかけしてしまいました。以降、オ

ンライン会議のノウハウを集積してきており、今後の審議会開催につきましては、

委員相互の意見交換が可能となるよう、開催方法をさらに工夫したいと考えてお

ります。 
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由がほとんどです。会場の確保を含め、でき

るだけ実施できることを望みます。 

（錦委員） 書面開催ではニュアンスがわから

ないし、その場でのやり取りができないなどあ

り、対面が難しいのであれば、オンライン開

催が望ましいと思います。 

（佐藤委員） 今回のような事業の進捗状況

の確認であればまだ対応可能だと思います

が、将来、新しい計画の立案について検討

するような場面では、なかなか会の運営が難

しいと思われます。 

5 村上委員 民生委員児童委員の立場として参画させて頂いておりますので、高齢者等への啓発等に対

する、個人的な意見となります。高齢者への見守り活動をしていると、デジタル化についてい

けない方が多く見受けられます。行政や社会ではホームページやスマホで情報を提供してく

れていますが、高齢者の中には対応しきれない人が多く見受けられます。高齢者への啓発

活動等には紙ベースと顔の見えることが必要と思います。 

高齢者は社会とのつながりが希薄となり、核家族で独居高齢者が増加する中で消費生活の

トラブルに巻き込まれる機会があります。今回の相談概要で高齢者の苦情相談について記

載されておりますので、有効に活用出来ると思いますので今後も継続的に取り組んで頂けれ

ば幸いです。 

（高田委員）スーパーの「移動販売」が増えて

います。「移動販売」は、買い物が不自由な

高齢者の方に「買い物の楽しさ」と「コミュニケ

ーションを楽しむ場」を提供しています。移動

販売を実施しているスーパーと連携すること

で、必要な情報を紙ベースで手渡しで、提供

できるものと思われます。 

（佐藤委員） スマホ等に対応できていない

高齢者が多いという点に同感です。紙ベー

スは減らしつつも顔の見える対応は引き続き

重要と考えます。 

「かながわ消費生活注意・警戒情報」や「契約のきりふだ（高齢者編）」などの紙ベ

ースの啓発資料を作成し、高齢者の方々に届くよう、市町村や関係団体等を通じ

て配布しているところですが、引き続き、高齢者等に向けた啓発について取り組

んでまいります。 

なお、移動販売を実施している事業者との連携は、新たな視点であり、実現可能

かどうか検討いたします。 

 


