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高齢者等の見守りに係る意見交換会 

【Ａ】各市との意見交換会 

１）藤沢市 

① 日時：  平成 29年 12月 20日(水)18時 30分～19時 30分 

② 場所：  メディケアセンター 

③ 出席者：・藤沢市市民情報課消費生活センター 職員 

      ・藤沢市地域包括ケアシステム推進室 職員 

      ・藤沢警察署生活安全課 職員 

      ・藤沢市介護保険事業所連絡会 理事 9名 

      ・株式会社メディケア（福祉用具販売・貸与事業、居宅 

                   介護支援事業者） 5名 

      ・消費者問題に取組む「Ｃの会」 5名 

      ・神奈川県消費生活課 職員 3名 

④ 次第 

ⅰ）あいさつ 

ⅱ）高齢者の消費生活相談の件数、事例、および県の取組みを説明 

ⅲ）高齢者・障がい者向け消費者啓発ＤＶＤの上映 

ⅳ）見守りネットワークにおける地域の連携イメージを説明 

意見 

【ＤＶＤの活用について】 

・本日参加の方々が日常の業務の中で効果的な啓発をするためには啓発ＤＶＤを

どのように利用したらよいか。 

・身内でＤＶＤの事例に似たような経験をしたものがいる。幸い被害には遭わな

かったが、高齢者は訪問してきた業者が悪質な業者かどうかを正しく判断するこ

とができるものなのか疑問である。高齢者世帯すべてにＤＶＤを見せることは不

可能だが、自治会は高齢者が役員として活動を行っている場合が多いので自治会

の会合を利用する方法もあると思う。 

・被害に遭わないと自信を持っていた身内が危うく被害に遭いかけたが、未然に

防ぐことができたという事例があった。高齢者は「もしかして自分は騙されてい

るかもしれない」という認識が不足している事が多いように思う。また周りは

「騙されている」と思っても「本人が騙されていない」と思っていることもあ

る。その事例として、福祉サービスの利用者である独居の高齢男性の自宅に女性

がたびたび訪れるようになりしだいに親しくなり、やがて男性の銀行口座から高

額な現金を引き出させるようになった。銀行側は本人が引出す場合は引出しを停
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止させることはできないという。この高齢者は家族と非常に仲が悪く家族に相談

しても「関わりたくない」と取り合わない。こちらとしては何とかしたいが、本

人が騙されていると思わないのでやめさせることができない。このように高額な

被害に遭った事例もあればクーリング･オフで被害を免れた事例などをいくつか知

っている。 

・振り込め詐欺等で高齢者と関わることが多くあるが、警察は契約の段階では介

入しづらく、明らかに詐欺などの被害に遭ったと判断できる場合でなければ介入

は難しいのが現状である。事件になれば対応もできるが、契約書等の書類が揃わ

なければ事件として扱うことはできないため、まずは被害を未然に防ぐことが大

切である。対策として高齢者には電話がかかってきても出ずに留守番電話にして

おき、その場で決めるのではなく後でゆっくりと考えて判断するよう伝えてい

る。一度現金を渡すと戻ってくる可能性は低く、どんな些細なことでもかまわな

いので気になることは気軽に１１０番に通報して欲しい。 

【地域連携について】 

・ＤＶＤの事例のように一度物品を渡してしまった場合、物品は戻ってくるもの

なのか。また何か困った時はどこへ相談をすればよいのか。 

・一度物品を渡したら取り戻すことは非常に難しい。困ったときの相談場所とし

ては消費生活センターがあるが相談したとしても必ず取り戻せるとは限らない。

何よりも被害に遭わないように地域で連携して高齢者を守っていくことが重要で

ある。 

・ケアマネジャーより被害に遭う可能性がある高齢者については情報をいただい

ている。また自宅に何か不必要な物品が大量に置いてあるといった被害に遭って

いると思われる高齢者がいる場合はケアマネジャーや地域包括支援センターに連

絡することにしている。ケアマネジャーや地域包括支援センターと情報共有はで

きているが、事件を未然に防ぐことができたという事例は今のところ聞いていな

い。 

・地域包括支援センターの職員と被害の状況等を共有している。地域包括支援セ

ンターの会議等でＤＶＤを使用して啓発をすれば我々事業者も情報を共有できる

ので被害を未然に防ぐことへつながるだろう。地域包括支援センターより「日々

の営業の中でこの地域ではこのような被害が発生しているといった情報があれば

教えて欲しい」といわれており、被害情報があれば営業先でも共有し注意喚起を

促すことは可能である。我々は福祉用具の販売やレンタルを行う業者であるが、

最近では利用者側も被害に遭わないような対策をしている人もおり、まず事業者

の名前を確認するなど業者に対して警戒する人が増えてきていると感じる。 

 ・認知症の高齢者で自分自身が連絡をして物品を購入したにも関わらず、届いた後

で購入したことを覚えていなかったという事例があった。このケースではケアマ

ネジャーが高齢者の自宅を訪問し本人を説得して消費生活センターと連絡を取り
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ながら解約することができた。このような認知症の高齢者への対応が今後の課題

になると思う。 

 ・実際に消費生活センターにつなげた事例はないが、啓発ＤＶＤで得た知識を今

後どのように広めていくかが大切だと思う。事例のように一度渡したら戻ってこ

ないということを日ごろから日常の会話で話題にして、その話題が地域に広がり

地域全体で周知されていくような環境を作る必要である。 

【高齢者への注意喚起について】 

・啓発ＤＶＤをさまざまな場所で見ることができる機会を作り、ＤＶＤのような

事例が地域で話題となって周知されることで誰もが「騙されない」という防犯意

識の高い地域社会を作っていくことが必要だと思う。 

（県）何か困ったことがある場合は消費生活センターへ相談することを高齢者に対

して広く周知していただくことは可能か。また啓発チラシを配布していただくこ

とも可能か。 

・交番勤務の警察官は高齢者宅一軒一軒見回りをしており、注意喚起は高齢者本

人よりも家族にしている。県警では県作成の啓発資料を配布することや消費生活

センターを周知することは可能なので、県でも県警作成の資料を配布していただ

き詐欺に注意することを周知していただきたい。 

（県）介護事業所の職員が高齢者の消費者トラブルで何か気づいた事を他の介護事

業所職員に伝え、情報を共有し状況によっては消費生活センターにつなげるとい

う連携ができると思う。消費者トラブルの事例や対処法についてチラシを送付す

ることは可能なので周知をお願いしたい。 
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２）海老名市 

① 日時：  平成 30年 1月 22日(月)15時 00分～16時 30分 

② 場所：  海老名市役所 703 会議室 

③ 出席者：・海老名市消費生活センター 相談員 2名 

      ・海老名市福祉総務課 職員 

      ・海老名市障がい福祉課 保健師 

      ・海老名市地域づくり課市民相談室 職員 

      ・海老名市高齢介護課 職員 

      ・国分寺台地域包括支援センター 職員 

      ・民生委員 北部地区 3名 

              東部地区 2名 

              中央地区 5名 

              西部地区 2名 

              南部地区 4名 

      ・海老名警察署生活安全課 職員 

      ・特定非営利活動法人 神奈川県消費者の会連絡会 代表理事 

      ・消費者問題に取組む「Ｃの会」 2名 

      ・神奈川県消費生活課 職員 3名 

④ 次第： 藤沢市と同じ 

意見 

【ＤＶＤの活用について】 

（県）民生委員の方々が集まる場はあるか。 

・研修会が多くある。研修担当の委員に依頼し、研修会でＤＶＤの上映等をし

て、民生委員の知識のベースに消費の観点を入れてみてはどうか。市の福祉総務

課を通せば話が早いのではないか。ただ、先ほどのＤＶＤの内容は注意喚起とし

ては弱いと思われる。訪問業者は全て家に上げず断る、くらいでないと被害は防

げない。 

・悪質業者の手口は非常に巧妙であり、電話勧誘等でも数秒で話に乗せてしま

う。我々が実施している出前講座でも注意喚起を行っている。 

・出前講座をやらせてほしいとお願いに行っても、「研修予定は年間計画で既に

決まってしまっている。」と断られてしまうことが多い。何か効果的なアプロー

チの方法はないか。 

・地区社協で勉強会を年に何回か実施している。自分が委員を務めているので上

の者に話すことはできる。 
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・先ほどのＤＶＤの貸出しはどのように行っているのか。字幕があるのがよいと

思う。 

（県）県消費生活課にご連絡いただければ貸し出せる。在庫はまだあるのでご希望

があれば差し上げることもできる。 

・自治会での活動もしているのでＤＶＤがほしい。 

・ＤＶＤの事例は先ほど上映した「訪問購入」だけなのか。 

（県）高齢者向けとしては「劇場型勧誘」の事例もある。障がい者向けには「ワン

クリック請求」と「エステの無料体験でのトラブル」の事例を扱っている。本日

上映したものを含めて計 4本の事例が収録されたＤＶＤである。 

・注意喚起として「弱い」という意見があったが、集会等でただ流すだけではな

く、Ｃの会などから講師が赴き、業者を家に入れないことの重要性等を補足した

方がよいのではないか。 

（県）そうするとより効果的である。 

・今はちょうど集会等が多い時期かと思うので、是非お声がけいただきたい。 

 【消費者被害事例について】 

（県）ＤＶＤの事例のような被害を目撃したり聞いたことはあるか？ 

・自分自身、訪問購入業者に物品を勝手に持ち去られそうになったり、タンスの

処分を依頼した際に思いがけず高額の料金を請求される、といったトラブルに遭

った経験がある。 

・相談員の方にお尋ねしたい。こういったトラブルに遭われた方の相談はどのよ

うな形で入るのか。 

・基本的にはお電話が多い。地域包括支援センターや民生委員の方が本人に代わ

って最初のお電話をしてくださるということもある。ヘルパーやケアマネジャー

が付き添って来所での相談ということもある。最近あった事例としては、リフォ

ーム、水道管修理、ミシンの修理でのトラブル等が挙げられる。 

【見守りネットワークの構築について】 

・配布した資料３にもあるが、高齢者等に見守りに関するネットワークの構築が

重要である。見守りを行うにあたって、どのような立場の方が行うとよいかにつ

いてご意見を伺いたい。まず、民生委員の方は担当されている方のご自宅に上が

るということはないのか。 
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・基本的に訪問するのは玄関先までである。例えば認知症の方場合、民生委員が

家に上がった後で「財布がない」ということになればトラブルに発生する可能性

がある。また、家の中で男女で一対一ということになると、これもまたトラブル

が発生する恐れがある。このような理由から民生委員は家に上がらないというこ

とを大前提に指導を受けている。 

・高齢者の方は他人の話を信じてしまいやすいように感じる。話を聞いてくれる

人に対して、この人のために何かしたいと考えてしまう。そうなってしまうとこ

ちらが注意しても全く言うことを聞いてくれず、最終的に家を取られてしまった

というケースもある。 

・先物取引の手口に引っかかってしまったという事例もある。注意しても「あん

ないい人たちなのになぜそんなことを言うんだ。」と言われてしまう。不審に思

い銀行まで同行して注意を促しても「あなたには関係ないでしょ。」と言われ、

振り込んでしまう。 

・ヘルパーの方は利用者の小さい変化にもよく気づいているように思う。 

（県）民生委員が訪問の際に県作成のチラシ、リーフレット等を持参することは可

能か。 

・可能である。その場で見せながら説明できるし、訪問するきっかけとなる。オ

レオレ詐欺防止のチラシは既に活用している。 

（県）警察で高齢者宅を訪問して注意を促すということはしているのか。 

・高齢者限定の訪問はしていない。高齢者に注意を促す場合はオレオレ詐欺等に

関してのものが中心である。 

・高齢者への注意喚起としては防災無線も有効ではないか。 

・地域で茶話会を実施している場合もあるのでそういった場での周知も効果的と

思われる。 

（県）障がい者の消費者被害の状況はどうか。また、ＤＶＤの活用の機会はある

か。 

・障がい者手帳を受け取る際の制度説明会を月２回実施している。参加者の障が

いの種別や程度は様々であるが、ＤＶＤをご覧いただくならその場ではないか。 

（県）その場で当課で作成したリーフレットの配布することは可能か。 

・配布して簡単に説明することが可能である。知的障がいの中でも重度の障がい

の場合施設に入ることが多いが、軽度の場合健常者と比べて少しＩＱが低いだけ

ということもある。そういった方は通常の社会生活を送っているため、悪質商法

等に狙われる可能性も高く、啓発が必要である。 
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・海老名にはえびな支援学校がある。そういったところにも啓発が必要ではない

か。 

・社会に出る前の高校３年生などに啓発するのは非常に効果的と思う。 

・高齢者の方に話が戻るが、65歳から 74歳の独居の人を対象に「お楽しみ会」

を実施している。主催者側でタクシーを手配するなどして喜んでいただいている

が、参加者が本当に独居かどうかはわからない部分もある。75歳以上の方向けに

は「敬老の集い」を実施しているが、その年代になると出不精になるようで、参

加者は全体の２割程度である。 

・一番ケアしなければいけないのはそういった場に参加しない方である。海老名

市全体としては「見守りパトロール」を実施している。地区によっては「ケア会

議」を実施して、個人情報も扱いながら主に孤独死の防止に努めている。新聞受

けに新聞が３日分溜まっていたら配達員が役所に通報する、といった取組みも行

われている。県作成のパンフレット等をいただければ、既に行われているこのよ

うな取組みの中で連携していくことは可能と考える。 

・民生委員を初めとする市民の方と、宅配や新聞、生協、スーパーやコンビニな

どの事業者も一体となってネットワークの構築を呼びかけていきたいと考えてい

る。 

・その考え方には反対である。天涯孤独の方はほどんどいないように感じる。自

分の担当地域では独居でも近くに家族が住んでおり、頻繁に足を運んでいるとい

う例がある。なぜ地域で見守らなければならないのか。まずは家族が見守るべき

ではないのか。自分が孤独に耐えられないならまずは自分が動くべきである。 

・その点は地域によってかなり格差があるように思う。自分が担当する地域で

は、県営住宅で昨年６月に孤独死があった。60代の方でそこまで年配というわけ

ではなかった。 

・民生委員については、限られた人数で今は何とか回している状態であるが、今

後ますます高齢者は増えるし、一方で民生委員のなり手はいないのが現状であ

る。訪問するタイミングも重要で、重大な問題を抱えていてもタイミングによっ

ては気づけないこともある。 

・親族や家族がいても見守れないケースもあり、地域での見守りも必要と考え

る。市で認知症サポーター養成講座を実施しており、そこで消費関連の資料を配

布することもできる。 

・民生委員の第一の仕事は問題を解決できる機関につなぐことである。月に１、

２回訪問するが、そのときに資料を配布することも可能である。民生委員として

も訪問する理由付けや会話のトピックとなるのでそのようなツールがあった方が

よい。 
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・188 に電話することで消費生活センターにつながることなどを記したものを電

話の前に貼るなどすると効果的ではないか。 

・ＤＶＤは市でも貸出しができるので、是非お声がけいただきたい。 
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３）逗子市 

① 日時：  平成 30年 2月 1日(木)10 時 00分～11 時 30分 

② 場所：  逗子市役所 5階 第一会議室 

③ 出席者：・逗子市市民協働課 職員 2名 

      ・逗子市高齢介護課 職員 2名 

      ・逗子市東部地域包括支援センター 職員 

      ・逗子市中部地域包括支援センター 職員 

      ・逗子市西部地域包括支援センター 職員 2名 

      ・逗子市社会福祉協議会 職員 

      ・逗子市民生委員 児童委員協議会 2名 

      ・逗子警察署生活安全課 職員 

      ・消費者問題に取組む「Ｃの会」 2名 

      ・神奈川県消費生活課 職員 4名 

④ 次第： 藤沢市と同じ 

意見 

【ＤＶＤの活用について】 

・本日参加の方々の日常の業務の中や研修会などで啓発ＤＶＤを活用していただ

くことは可能か。 

・以前ＤＶＤに出てきた訪問購入と似たような事例で知人被害に遭いかけた。電

話の対応は女性だったが、実際に訪れたのは男性だった。貴金属を約 10点ほど明

らかに安い価格で買取られたため後日警察を通してクーリング・オフをした。警

察はとても協力的だった。本人が電話をかけることに不安を感じたため私が親族

を装いクーリング･オフの電話をした。後日業者とクーリング･オフの書面を交わ

す際に業者は 1年前の日付を記載したため指摘したところ「間違えてしまった」

と答えた。明らかに偽って記載したと思ったが、引渡した物品は手元に戻ってき

たので被害はなかった。高齢者は周りの人に相談しない傾向にあるので一人で抱

え込まず相談するように啓発をしている。民生委員の勉強会でＤＶＤは上映でき

そうなので検討してみる。 

・一人暮らしの女性が、訪ねてきた訪問購入業者に壷を見せたところ「貴金属を

出すように」と強く言われ怖い思いをしたという話は聞いたことがある。 

・ＤＶＤを活用する上で何か問題点はありそうか。 

・新年度より高齢者の見守りを警察と連携して行うよう体制を準備中である。Ｄ

ＶＤの活用については自治会を通して行うのが効果的であると思われる。たくさ
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んある自治会の中のどの自治体に声をかけるかは市民協働課や社会福祉課を通し

ていただければこちらも行政を通して回答をすることができる。 

・自治会でＤＶＤを上映するのは効果的であると思う。また、いわゆる老人会と

いった年配者だけの集会での上映も可能であるが逗子市では「小学校区地域連合

会」という小学校区ごとに自治会や町内会をまとめた逗子市独自のネットワーク

があるのでそれを利用して啓発を広げていく方法もよいと思う。市民協働課では

すべての自治会を把握している。 

・高齢者が集まる集会で話題にすると「自分も消費者被害に遭ったことがある」

という話はたくさんある。以前ワークシートを使用した講座やクーリング･オフは

がきの書き方の講座を行ったことがある。実際に書いてみるといった参加型の講

座が効果的であると思う。 

・地域安心生活サポート事業（社会福祉協議会の自主事業）でこのようなＤＶＤ

を活用することはできるか。 

・3月にサロン（地域の方々の仲間作りの場）を開催する予定のある主催者に対

し情報交換会を行う予定があるので、その場で上映できるよう調整したい。金銭

的に余裕のある人は長期にわたってお金を出してしまい貯蓄が少なくなってきて

はじめて被害に遭っていることに気づくことが多い。被害を未然に防ぐためには

地域が連携し早期に対応することが必要である。 

・啓発ＤＶＤを見て行商従事者証やクーリング･オフのことなどはじめて知ったこ

とがいくつかある。映像を見るだけでは忘れてしまうので紙の資料があればよ

い。そうすれば資料を持ち帰り啓発ＤＶＤで見た内容を家族に話すことができ

る。 

・ワークシートは対処法しか記載されていないので啓発ＤＶＤの内容も合わせて

記載されていれば事例も記憶に残りやすいのではないか。 

・地域柄もあると思うが、逗子市はプライドが高い人が多いように思う。実際に

被害に遭っている高齢者はいると思うが、人前で自分が被害にあったということ

を言いづらいのではないか。ＤＶＤ上映会を開催する場合は被害にあった人を傷

つけないよう慎重に行う必要があると思う。 

・どのようにしたら被害にあった人を傷つけずに上映会を開催することができる

か。 

・声をかける際にはまず「相談する場所がある」ということを伝えている。「誰

かに相談する」「誰にも知られずに黙っている」のどちらを選ぶかは被害にあっ

た個人の判断に任せるより仕方ないと思う。声がけの際にはできるだけ高齢者本

人から話を聞きだすようなアプローチはしている。 
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・啓発物品を配布しながら被害を未然に防ぐように啓発活動を行っている。被害

にあった人も恥ずかしがらずに地域の交流の場で自分の経験談を話せるような環

境になればよいと思う。障害者の場合は親にＤＶＤを見てもらうのがよい。 

【地域の連携について】 

・高齢介護課に直接消費者被害の連絡が来ることはあまりないので地域包括支援

センターや社会福祉協議会、消費生活センターに相談しているものと思われる。

ケースワーカーからの情報としては、一人暮らしの高齢者の中には屋根やシロア

リといったリフォーム関連の被害があるようだ。一人暮らしの高齢者には家族や

消費生活センターを、認知症の高齢者に対しては家族へ相談するように伝えてい

る。 

・逗子市は消費生活センターの相談件数が少ないように思うが、それは相談しな

い人が多いということも考えられる。現状では「総合消費料金未納分訴訟最終通

知書」やリフォームの相談が多い。「仮想通貨の契約をしてしまいお金を取り戻

したい」という人からの相談を地域包括支援センターから受けたので、「本人か

ら直接消費生活センターへ相談するように伝えて欲しい」と地域包括支援センタ

ーの職員に伝えた。その後消費生活相談員と本人がやり取りをしてお金を取り戻

せたという連絡があった。地域包括支援センターと市民協働課のつながりができ

ていると感じたが、市民の消費生活センターの認知度は高くないようだ。 

【見守り活動について】 

（県）民生委員児童委員協議会では警察との連携で見守り活動をしているとのこと

だが、目的は高齢者の安否確認のみか防犯も含めているのか。 

・警察との連携は安否確認だけでなく防犯や認知症になっていないかの確認など

も含めて行っている。高齢者と接するときに防犯に対する意識や認知症になって

いないかを確認している。 

（県）どのような体制にすれば効果的に見守り活動が行えるか。 

・効果的な見守り活動については現在検討中である。 

・交番勤務の警察官は高齢者宅を訪問し安否確認や防犯に対する啓発を行ってい

る。個人情報の問題もあり協力してもらえない高齢者もいる。期間を決めて独居

の高齢者のみといった重点的な訪問を行うこともある。 

（県）資料 3のようなネットワーク作りに対して課題はあるか。 

・行政ではいろいろな体制等を立ち上げているが、会議に参加してみると「実際

に資料の通りの連携ができるのか」という疑問を感じることもある。 
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【Ｂ】諸団体との意見交換会 

１）NPO法人神奈川県消費者の会連絡会 

① 日時：平成 29年 12月 7日(木)10時 00分～11時 30分 

② 場所：県民センター 

③ 出席者：連絡会会員 18名 

④ 主な意見 

ａ）被害に遭ってしまうと金銭を取り戻すことはほとんどできないことを老

人会でお話し、未然防止のパンフレットを配布しているが、それでも被

害に遭う人、運良く未遂に終わった人はあとを絶たない。定期的に具体

的事例を参加者で共有する講座を企画したい。 

 

ｂ）DVDの視聴だけでなく、消費者被害に関し楽しく学び合う講座を併用する

と、より効果的だと考える。 

 

ｃ）見守りネットワーク作りには長い間地域で消費者活動を行なってきた消

費者団体・グループの❝力❞を活用すべきだと思う。地域で永年にわた

って活動してきた人達は、人脈もあり、高齢者の方々も❝顔見知り❞に

は胸襟を開いてくれるので見守りネットワークの一員として大いに力を

発揮できる立場にいると考える。 
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２）秦野自治会            
1. 開 催 日 時：H30.2.25㈰ 10：10～10：50 

2. 開 催 場 所：秦野市曲松児童センター2 階 A会議室 

3. 開催形態：上中所属の自治会（秦野市曲松 10区 9組）年度末組引き継ぎ会後の

時間を利用して開催 

4. 参加人数：5名 

5. C の会参加者：上中                  

6. 写真撮影 者：上中 

7. 次第 （司会進行：上中） 

⋆意見交換会の目的を説明 

⋆DVD 視聴 

⋆意見交換 

⋆閉会の挨拶 上中 

８．意見交換内容 

DVDの感想および、身近な事例を見聞きしたことがあるか。これを有効に活用

し、被害の未然防止を推進していくために我々は何をすべきか等 

   一同、訪問購入の具体的実例ドラマに参考になったとの感想であった。実際に

高齢化が進んだ自治会内でも他人事ではない、自分たちの親世代が被害に遭わ

ないよう見守っていかなければならないという危機感を共感することとなっ

た。 

近隣での事例：80代、昼間は息子不在でいわゆる昼間独居。不用品買い取りの

電話（女性）があり、後日訪問。大型植木鉢を千円で引き取っていった。他には

何もないと断わり、千円の領収書も発行されたため問題はなかったが、今後どう

なるか不安である。再度の訪問、カモリストの一人となっているのでは等。この

ような様子も近隣が、他地域ナンバーの軽トラックが来訪しているなど、日常の

気付きが被害の未然防止となることを如実に表していることを実感した。 

高齢者世帯への民生委員の訪問は、頻繁にあるわけではなく、生活の変化に気

づくことも困難であろう。それ故に、自治会内、隣組間での挨拶、情報交換が、

高齢者見守りだけでなく、学童見守り、住みやすい街づくりのための見守りとい

えるのではないかと考える。ご近所付き合いでは、見て見ぬふりではなく、迷惑

にならない程度のおせっかい、感心を持つことが大切ではないかという話し合い

となった。 

  参加者の中には、県発行の啓発資料を、早速親世帯に届けようという声もあが

った。また、自治会回覧に回してみては？という提案も出た。昼間在宅している

高齢者以外の層は少ないとはいえ、一人一人が情報交換を密に心がけることによ
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り、消費者被害を防ぐ、治安のよい住みやすい街を保つことが出来るという結論

となった。 

  数年、この年度末の組会も、参加者が減少し、集まりは廃止しようという意見

が出ていたが、年一度の集まりこそが、情報交換の重要な機会であり、街づくり

のためにも重要なことだと認識できた。そして通常も出来るだけ情報交換をする

こと、近隣に目を配るよう努めようという意思確認ができた。 
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３）マックスバリュ秦野渋沢店                
1.開 催 日 時：H30.3.9㈮11：00～12：00（店舗見学会は 10：00～11：00）

2.開 催 場 所：マックスバリュ秦野渋沢店 従業員休憩室 

3.開催形態：後方店舗見学会・消費者被害未然防止についての意見交換学習会 

4.参加人数：13名 他に店側古川氏、浜松北支店小林氏 

5.アドバイザー：秦野市介護サービス相談員、認知症キャラバンメイト小松文雄氏 

6.C の会参加者：臼井、上中            

7.写真撮影 者：上中 

8.次第 （司会進行：コミュニティ副店長古川教子氏） 

⋆意見交換会の目的を説明 

⋆DVD 視聴 

⋆意見交換 

⋆閉会の挨拶 古川・上中 

９．意見交換内容 

DVDの感想および、身近な事例を見聞きしたことがあるか。これを有効に活

用し、被害の未然防止を推進していくために我々は何をすべきか等。 

    全体的に、DVD実例ドラマは大変参考になったとの感想だった。参加者の中に

も、危うく騙されそうになったとの報告があり、実際に電話を受けた際に冷静

な判断力を失ってしまう、相手のペースに乗せられてしまう現実をお話しくだ

さった。そこで娘さんの一言がなければ騙されていただろうとのお話に、一

同、他人事ではなく身近な誰にでも起こりうることだと実感した。アドバイザ

ーの小松氏からも、秦野市の昨年の被害額 5473万円、最近の手口の実例や、注

意点をお話しいただき、参加者への注意喚起が徹底できた。 

このような意見交換の場を持つことで、日常を振り返り見直す好機となる事

が確認できた。 

   視聴した DVDの振り返りで学んだこと   

不用品の買い取り→何の買い取りなのかをしっかりと確認すること。    

業者の携帯義務となっている 公安委員会交付の、「行商従業者証」の提

示を求め、拒否する、言い訳をする業者は疑わしいと判断する。 

トラブル・被害にあったなと感じたら、最寄りの警察、もしくは 188 に相

談する、情報を発信していくことが、消費者被害未然防止につながること

をお願いした。 

   地域での情報交換、まずは挨拶を交わすこと、町のコミュニケーションが円滑

に出来ていることで、不審者が入り込みにくい街と判断され、犯罪の発生の防

止に有効である。 ゴミのない、管理の行き届いた街づくりを心掛けることで
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治安のよい街になる。近隣住民の情報交換が、より良い街つくりの基盤とな

る。一般住民がまず簡単にできることは「挨拶を交わす」事ではないかという

ことで閉会となった。                       

   来年度自治会役員をされる方から、啓発資料を回覧し活用したい旨、資料請求

先の問い合わせをいただいた。188 のチラシは各戸に配布すると効果的とのご意

見があった。 
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４）海老名消費者の会              
1.開 催 日 時：H30.3.12㈪ 14：30～15：00 

2.開 催 場 所：海老名市立総合福祉会館 2階第一会議室 

3.開催形態：活動例会後の役員会開催時間をお借りして開催 

4.参加人数：5名 

5.C の会参加者：上中 

6.アドバイザー：秦野市介護サービス相談員・認知症キャラバンメイト小松文雄氏             

7.写真撮影 者：上中 

8.次第 （司会進行：上中） 

⋆意見交換会の目的を説明 

⋆DVD 視聴 

⋆意見交換 

⋆閉会の挨拶 上中 

9．意見交換内容 

DVD の感想および、身近な事例を見聞きしたことがあるか。これを有効に活用

し、被害の未然防止を推進していくために我々は何をすべきか等。 

  訪問購入の具体的実例ドラマに参考になったとの感想であった。実際に不審な

電話、買い取りの案内の電話を受けた参加者もいたが、的確に対応出来たようで

ある。長年にわたり海老名市にて活動をされている消費者団体の役員さんで、情

報にも詳しく、自分たちが被害に遭わないようにということではなく、市民に消

費者被害未然防止をどのように呼びかけるか、という目線での意見交換会となっ

た。 

自分で実行できる未然防止策として、 

・電話は留守電にする 

・電話を受けた時、暇なときは、逆に質問攻めにして困らせる！ 

・訪問販売者は絶対に玄関に入れない 

・仲間、ご近所との情報交換を心掛ける 等の模範的なご意見をいただい

た。 

市民活動を通じて築いてこられたネットワーク、メンバー個々の地域での結び

つきを活用して本日の意見交換会のテーマを伝えていただけることを期待した

い。 

運営役員のみの意見交換だったが、この内容を配布資料と共に一般メンバーに        

も周知するよう、また講座の機会も設けたいとのご希望もいただいた。 
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 最近の通常の活動は、手芸、折り紙、切り絵などの作品製作、おむつ、雑巾製

作をして福祉施設に寄付する等の活動を熱心に取り組まれている。 

今後は、そのような活動を通じて、我々との協働活動が実現することを期待す

る。 
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「高齢者等の見守りネットワーク作り」への提言 

＜各市との意見交換会参加者の意見及び現状分析＞ 
 DVDの活用 啓発物の配布 情報の共有化の現状 課題 

藤沢 1自治会の会合 
2地域包括支援セ
ンターの会合 

1介護保険事務所 
2県警 

1 介護事業者連合会 
 

ケアマネジャー 
 

地域包括支援センター 
 
2 株式会社メディケア 

 
地域包括支援センター 

 

1認知症の高齢者の対応 
2悪質業者か否かの見極めの
難しさ 

3周りは騙されていると思ってい
ても本人は騙されていないと
信じている場合の対応の困
難さ 

4交番勤務の警察官が一軒
一軒見回る中で消費生活
センターを周知する 

5介護保険事業者職員間で
の情報の共有化 

6県と県警が互いの啓発物を
協力配布 

海老名 1民生委員の研修
会∼市福祉総務
課を通すと効率
的 

2地区社協の勉強
会 

3自治会の会合 
4障害者手帳を受
け取る際の制度
説明会 

1民児協や社協の研
修会や勉強会 

2障害者手帳を受け
取る際の制度説明
会 

3民生委員の担当個
別訪問 

4市開催の認知症サ
ポーター講座 

1 地域包括支援センター 
 

民生委員 
 

ヘルパー・ケアマネジャー 
 

消費生活支援センター 
 
2 見守りパトロールの実施 
3 ケア会議∼孤独死の防止 
4新聞配達員の市への通報
（３日間未読で） 

1ＤＶＤ上映＋講師の説明で
効果アップ 

2他人の話を信じてしまう高齢
者の特性 

3忠告を聞かぬ高齢者の特性 
4軽度の知的障害者は騙され
やすい∼支援学校での啓発 

逗子 1自治会を通すと
効果的∼市民協
働課と社会福祉
課を通じると効果
的 

2社協開催のサロン 
3障害者の親への
啓発 

1小学校区地域連
合会∼小学校ごと
に自治会・町内会
をまとめた独自のネ
ットワーク 

2地域包括支援セン
ター、社協、消費
生活センター 

1 市民協働課 
 

地域包括支援センター 
 
2民生委員と警察が連携して
見守り（計画） 

1消費生活センターの認知度
をいかに上げるか 

2地域連携し、いかに迅速に
対応するか 

3実際に被害に遭ったひとを傷
つけることなく、啓発すること 

相
談 相談 

付き添い 
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＜課題を受けて＞ 

1. DVD の活用～地域住民への❝話題の提供❞ 

既存の組織を利用して、より多くの住民に視聴していただき、❝被害❞は

身近なものであり、状況によっては誰でも「騙される」可能性があること、

自らもまた❝被害者予備軍❞であることを DVD により疑似体験していた

だく。 
 

＜配慮すべき観点＞ 

① どのようなルートを活用すると、より迅速に、より効果的に、住民へ

❝話題の提供❞が可能か、各市町村の実態をふまえて、実施する

こと。 
 

② 実際に被害に遭った人の中には DVDの視聴によってプライドを

傷つけられるという二次被害を受けてしまう人もいる可能性がある

ので、意見を伺う際にはきめ細やかな配慮が必要である。 

 

2. DVD を視聴する場合、消費者被害未然防止に関するミニ講座をセット

で提供すると、参加者にとって、より分かり易く、効果的なものとなる可能

性が大きい。講座で質疑応答ができると、参加意識がより能動的とな

り、より大きな効果が期待できる可能性がある。 

 

3. 市町村によって程度の差はあるが、既に一部、情報の共有化が行われ

ているので、今後は可能なところから、連携できる範囲を広げていくことが

大切だと考える。 
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消費生活センターの認知度を上げ、困った時には気軽にセンターに相談

することは大切なことだと思われるので、警察官が一軒一軒見回りをして

いる市町村では、消費生活センターについての簡単で分かり易いパンフレ

ット等を配布したり、又、民生委員は日常の活動の中で、担当の高齢

者に、消費生活センターの役割を分かり易く説明し、いざと言う時に、住

民がセンターに相談しようという意識をもってもらうことに、大いに寄与する

ことができる。 

 

被害の実例を日常的に❝話題❞にするだけで、誰もが「騙されない！」「お

いしい話には慎重になろう！」という防犯意識をもつことができるのではな

いだろうか。 

 

防犯意識の高い地域社会を作っていくことが、消費者被害を未然に防

止するための最短の道ではないだろうか。 
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第 1章 見守り活動が必要な背景 

１ 超高齢化社会の到来 

Ａ 神奈川県の高齢化率 

Ｈ２２  20.20％ 

Ｈ２８  24.00％ 

Ｈ６２  36.40％ 予想 

２ 高齢者の特性 

Ａ 近い将来に対する三大不安を抱く人の割合が多く、かつ、不安感

が大きく、深刻度も強い。 

    三大不安とは ①孤独である～孤立する～ことへの不安。 

  ②生活をまかなう金銭が不足することへの不安。 

  ③健康を維持できないことへの不安。 

 

Ｂ 自らのあやまちを認めることは自らのプライドを傷つけることになるとい

う考え方に固執する。 
 

Ｃ 今まで培ってきた価値観・人間観が絶対的なものであり、それとは

異なる❝ものの見方❞、❝考え方❞を容易に受け入れようとはしない。 
 

Ｄ 自ら新しい環境に身をおくことに臆病になる。 
 

Ｅ ひととの交流を煩わしいものと感じ、自らの❝殻❞に閉じこもることで、

ある種の安心感を持つ。 
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Ｆ 自らの意思で処分できる❝財産❞を所有している。 

 

このような特性から、高齢者は❝だまされたこと❞に気付きがたいという側

面をもつと同時に、たとえ❝だまされた❞とわかったとしても、それを認めるこ

とは自らのプライドが許さず、❝泣き寝入り❞することが多い。又、❝だまされ

た❞こと～被害に遭ったこと～を恥と感じ、誰にも相談できずにいるうち

に、言葉巧みに近づいてくる悪質業者のだましのトークを❝やさしさ❞と勘

違いし、心を許して、第二・第三の被害に遭う高齢者も多い。 
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３ 高齢者の消費生活相談の動向について 

Ａ 件数推移 

苦情相談件数に占める高齢者の相談の割合は、県の 65歳以上

人口構成比（24.0％）を上回る比率となっている。 
単位：件 

区 分 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 前年度比 

高齢者の苦情相談件数(A) 
18,307 17,813 17,820 100.0% 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) 

 

65歳～69歳 4,778 4,745 4,865 102.5% 

 （構成比） (26.1%) (26.6%) (27.3%) 

70歳代 8,970 8,544 8,318 97.4% 

 （構成比） (49.0%) (48.0%) (46.7%) 

80歳以上 4,559 4,524 4,637 102.5% 

 （構成比） (24.9%) (25.4%) (26.0%) 

苦情相談件数(B) 67,279 67,272 64,601 96.0% 

苦情相談件数に占める 
高齢者の相談の割合(A)/(B) 

27.2% 26.5% 27.6%  

     

神奈川県の人口における 
65歳以上の割合 ※ 

22.5% 23.4% 24.0%  

※ 神奈川県年齢別人口統計調査による（各年 1月 1日現在） 

   出典：平成 28年度 神奈川県内における消費生活相談概要 
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第２章 見守り活動の考え方 

１ 高齢者の異変に気付く。 ～向こう三軒両隣、自治会、老人会、趣味の

仲間、民生委員、宅配業者、郵便局員、

コンビニ等 

２ 行政や自らの所属団体や地域包括センターにつなぐ。 
 

 

３ 寄り添い。 ～協力員（ちょこサポ） 

定期的な訪問、困りごと、悩みごとの相談相手となると同時に、居場

所づくりや地域活動に参加するきっかけづくりのお手伝いをする。 
 

気軽に！ 

気楽に！ 

ちょこっと おせっかい！ 
 

～しなければならない、～すべき、～してあげているという価値観では

なく、❝自らの意思❞での❝声がけ❞である。 
 

まずは、住民ひとりひとりが、できることから始める。 
 

❝老い❞は誰でも通る道であり、ひとごとではないこと、声を掛けられたら

うれしく思う人が多いという現実、一言の挨拶で会話が弾む現実、声

を掛けた人も又、心持ちが暖かくなるという現実、声を掛けた人も掛け

られた人も新たな結びつきができたこと、新たな出会いは新たな感動を

呼び、自らの暮らしを豊かにする。 
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第３章 見守り活動の具体化 

１ 既存の組織を生かした見守り。 

Ａ 地域包括支援センターを中心として、民生委員や社会福祉協議

会、県市町村、警察、医師会、介護用品を扱う企業、宅配業者

や郵便局、コンビニ、消費者団体等が協議会を設置する。 
 

Ｂ この協議会はゆるやかな連携と協力を目指す。 
 

Ｃ 定期的に会合を持つことで、地域における問題点・課題等の情報

を共有化し、下記２記載の❝ちょこサポ❞の活動を支援する。 
 

２ 地域の力～ちょこっとした気づかいの活動～ 

❝ちょこサポ❞の提案を生かした見守り。 

Ａ 担い手 

住民ひとりひとりがちょこっとした気づかいによって、隣近所の高齢

者への声がけや世間話をすることで、早期に異変に気付く。 
 

Ｂ 蛍光ブルーリングの作成 

意識して❝ちょこサポ❞活動に参加していただく為に、地域包括支

援センターへの登録制とし、最新の消費者被害状況等を学習す

ることのできる講習会を設けることで、❝ちょこサポ❞活動家としての

意識と情報を常にブラッシュアップする。 
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仲間意識や一体感を構築するためと認知度をアップするために、

❝蛍光ブルーリング❞を作成し、登録者は常に携行する。 
 

❝ちょこサポ❞は相手への強制や監視ではなく、あくまで個人の自由な

生活を保障する。 

サポートする人とサポートを受ける人は一方的な関係ではなく、サポー

トする人が時にはサポートを受ける人になる双方的な関係である。 

共に支えあいながら安心していつまでも住み続けることのできる地域社

会はひとりひとりが自ら主体的に参画して作り上げるものではないだろ

うか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  高齢者 

登録 

ケア 

マネジャー 
宅配業者 

県市町村 

社協 

医師会 

民生委員 

ヘルパー 

消費者団体 

ちょこサ

ポ 
地域包括 

支援センタ

 

見守りネットワーク協議会 消費生活センター 
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＜参照＞Ｃの会とは 

Ｃの会とは、神奈川県が主催した「消費者力アップ講座・チャレンジ講座」

を修了した有志が H23.8月に設立した消費者問題を考えるグループで

す。 

県民提案事業に応募し、H24 に 22件、H25 に 20件、H26 に 15件

のふれあい出前講座を神奈川県下の各地で行ってきました。講座のメイン

テーマは、消費者被害未然防止であり、たのしく分かりやすい講座を参加者

と一緒に作り上げてきました。 

対象は主として、高齢者ですが、高齢者や障がい者を見守る方々に向け

て、あるいは特別支援学校（養護学校）での講座も行なってきました。更

に、消費者被害未然防止活動に携わっている消費生活推進員や介護サ

ポーターの養成講座として、あるいは地域包括支援センターの祭りや社会

福祉協議会のイベントなどでも広く市民の方々を対象に行ってきました。前

記の特別支援学校では、授業の中で、3月に卒業し就労する生徒たち

に、社会の現実を踏まえた上での講座をさせていただきました。寸劇やクイズ

をはじめ、「キャッチセールスに声を掛けられたら、君ならどうする？」と彼らに

自ら考え、行動することを学んでいただきました。 

H27 と H28、H29は見守りネットワークの構築に向けてというテーマで委託

事業に取り組んできました。 
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