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消費生活相談件数の推移
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出典：令和3年度 消費者白書

 2020年の消費生活相談件数は93.4万件。架空請求の相談件数は減少したが（13.1万件
→3.4万件）、新型コロナウイルス感染症に関連した相談等の増加により、架空請求以外の相談
件数は増加（80.9万件→90.0万件）。



高齢者に関する消費生活相談件数
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出典：令和3年度 消費者白書

 高齢者の消費生活相談は前年に続き減少。
 相談全体に占める高齢者の相談の割合は約３割。



高齢者の商品・サービス別上位相談件数
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出典：令和3年度 消費者白書

 商品・サービス別では前年に続き迷惑メールや架空請求を含む「商品一般」が最多。ただし、件数は半減。
 定期購入を含む「他の健康食品」は増加傾向。2020年はマスクを含む「保健衛生品その他」が上位に。



認知症等の高齢者に関する消費生活相談件数
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本人以外からの相談が約８割！

出典：令和3年度 消費者白書

（消費者庁新未来創造戦略本部資料）



障がい者等に関する消費生活相談件数

6

本人以外からの相談が約６割！

出典：令和3年度 消費者白書

（消費者庁新未来創造戦略本部資料）



山口県における近年の相談状況
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【令和２年度の状況】
・山口県における令和２年度の相談件数（県受付＋市町受付）は、対前年度比０．３％減少
となる１１，７２８件。
このうち、６５歳以上が契約当事者となる相談割合は３７．８％となっている。

高齢者からの特徴的な相談としては、訪問販売での新聞購読契約、迷惑メールや
架空請求、不用品の訪問購入などがある。また、親族や福祉関係者など、契約当
事者以外からの相談も多い。

《高齢者が契約当事者である相談件数》

区 分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

受付合計(県＋市町) 14,310 14,634 13,629 12,892 15,485 13,697 11,767 11,728

高齢者(65歳以上) 5,190 5,384 5,161 4,848 5,999 6,005 4,743 4,437

高齢者割合(％) 36.3 36.8 37.9 37.6 38.7 43.8 40.3 37.8



① 高齢者は、「３つの不安」（お金、孤独、健康）に付け込まれて、障がい者は、人を信じやすく疑うこと
を知らないケースが多いことから被害に遭いやすい。被害に遭ったことにも気付きにくい。

 加齢に伴う判断能力の低下により、契約や同種被害に関する情報が不足しやすい。
 昼間に一人で在宅することが多く、訪問販売、電話勧誘販売等に遭いやすい。
 人を疑わず、話し相手になってくれる販売員を慕って契約するケースがある。
 家族・親族間の関係が希薄で孤立している。
 典型的な消費者トラブルや詐欺の手口等への知識が不足している。
 過去の経験や情報から学習することが難しい場合も多く、繰り返し同じようなトラブルに遭いやすい。
 交友関係が狭い傾向にあり、マルチ商法等の被害者にも、加害者にもなることがある。

② 被害に遭っても誰にも相談しない。

 被害に遭ったと自覚しても、「恥ずかしい」、「家族に迷惑をかけたくない（怒られたくない）」、「騙された
自分が悪い」とも思う ⇒ 泣き寝入り

 消費生活センター等の相談窓口があることを知らない。

③ 被害に遭ってしまうと、経済的・精神的なダメージが大きいうえに、損害を取り戻すことが困難。

 一度被害に遭うと次々販売により被害が拡大し、支払金額も高額になる。
 契約した経緯や判断能力が不十分であったことの証明が困難。

地域の様々な主体が、高齢者や障がい者の消費生活上の安全に気を配り、何かあったら消費生活センター
等につなぐ仕組みの構築が必要！！

高齢者・障がい者の消費者トラブルの特徴
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（消費者庁新未来創造戦略本部資料）



消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）

● 認知症高齢者や障がい者等の「配慮を要する消費者」を見守るためのネットワーク
⇒ 既存の福祉のネットワーク等に、消費生活センターや消費者団体等の関係者を追加することで、「消費者被

害の未然防止」も含め、より充実した「高齢者等の安全・安心のための見守りサービス」の提供が可能に

 消費者被害の早期発見から事案解決へ
 消費生活センターによる助言、あっせん

 迅速な情報収集による被害の拡大防止
 事前の注意喚起、法執行による行政処分等

 必要な福祉サービスへの円滑な移行
消費者被害の発見をきっかけにした、生活保護、成年後見
制度等の福祉的な手当てへのつなぎ

 消費者庁等からの情報提供による見守りリストの
作成
消費者庁が事業者から押収した顧客名簿などをベースに、
消費者トラブルに遭う可能性のある市民の情報をまとめる

地域協議会内の構成員間で、見守り対象者に関する個人
情報を共有（個人情報保護法の例外規定の適用）

気付き、声掛け、つなぐ
被害の未然防止・拡大防止・早期発見・早期解決

見守り活動の中で発見された消費者被害を消費
生活センターにつなげる仕組みを構築

構成員間の個人情報の共有による実効性の確保

地域協議会の取組
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消費者安全確保地域協議会のモデル

（消費者庁新未来創造戦略本部資料）



訪問先で消費者被害を発見･相談されたら･･･

消費生活センターへの相談を勧め、本人同意を得る ☆

(発見者が)消費生活センターへ状況を通報･相談

消費生活センターにおいて本人からの聞き取り・書面通知の助言等

消費生活センターが事業者とのあっせん交渉

あっせん成立またはあっせん不成立

必要に応じて(介護サービス等)福祉サービスにつなぐ

地域協議会設置済みであれば、本人同意が得ら
れない場合でも、個人情報を含めて消費生活セン
ター等に通報できる。

消費者被害の通報から解決までの一般的な流れ

個人情報の
取扱い

●個人情報について
あらかじめ本人の同意を
得ないで、保有する個人
情報を目的外利用したり
第三者提供したりするこ
とは原則禁止！
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（利用及び提供の制限）
第八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保
有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
２ 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認め
るときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供する
ことができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又
は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある
と認められるときは、この限りでない。
一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部
で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあ
るとき。
三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保
有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定
める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該
個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
以下、略

【行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律】からの抜粋

（利用目的による制限）
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取扱ってはならない。
２ 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から
事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得
ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、
当該個人情報を取扱ってはならない。
３ 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を
得ることが困難であるとき。
以下、略

（消費者安全確保地域協議会）
第十一条の三 国及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益
の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事するもの（以下この条
において「関係機関」という。）は、当該地方公共団体の区域におけ
る消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関
係機関により構成される消費者安全確保地域協議会（以下「協議
会」という。）を組織することができる。
２ 前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認
めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力
団体又は消費生活協力員その他の関係者を構成員として加えること
ができる。

（協議会の事務等）
第十一条の四 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を
交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行
うものとする。
２ 協議会の構成員（次項において単に「構成員」という。）は、前項
の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に
配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ることその
他の必要な取組を行うものとする。
３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必
要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための
取組に関し他の構成員から要請があった場合その他の内閣府令で定
める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活
上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明その他
の必要な協力を求めることができる。
４ 協議会の庶務は、地域協議会を構成する地方公共団体において
処理する。

（秘密保持義務）
第十一条の五 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事
していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな
い。

中略

第五十三条 第八条第四項、第八条の二第三項、第十一条の五、
第十一条の十九第一項又は第二十五条第二項の規定に違反して秘
密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す
る。

【消費者安全法】からの抜粋

【個人情報の保護に関する法律】からの抜粋

（第三者提供の制限）
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同
意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得
ることが困難であるとき。
以下、略
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◆個人情報の取扱いの例

 本人同意が得られない場合でも、構成員が個人情報を含めて消費生活センター等に通報

 構成員間で個人情報を共有
(実際に見守りを行う構成員の一部に限り提供するといった措置が必要)

 見守りリストの作成

・ 地方公共団体(構成員)が保有する情報
（消費者安全法第11条の４第３項）

(介護保険台帳、療養手帳交付台帳、消費生活相談情報等)

・ 構成員からの情報提供（消費者安全法第11条の４第３項）
・ 消費者庁からの情報提供（消費者安全法第11条の２第１項）
・ 他の地方公共団体からの情報提供（消費者安全法第11条の２第２項）
・ 国民生活センターからの情報提供（消費者安全法第11条の２第３項）

個人情報を活用した見守りリストの作成と共有

悪質業者

消費者庁等
①押収した顧客名簿

③顧客名簿
情報提供

②顧客名簿
情報の要請

野洲市
消費生活センター

警察

健康推進課

民生委員
児童委員

障がい者自立支援課
地域包括支援センター

消費者安全確保地域協議会
（滋賀県野洲市の例）

行政
処分等

消費者安全確保地域協議会における個人情報の取扱い
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【高齢者虐待防止法】からの抜粋

（財産上の不当取引による被害の防止等）
第二十七条 市町村は、養護者、高齢者の親族又は養
介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を
得る目的で高齢者と行う取引（以下「財産上の不当取
引」という。）による高齢者の被害について、相談に応じ、
若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の
関係機関を紹介し、又は高齢者虐待対応協力者に、財
産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは
関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は
受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福祉法
第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

高齢者・障がい者の権利擁護と消費者被害～関係の深い福祉部局～

【障害者虐待防止法】からの抜粋

（財産上の不当取引による被害の防止等）

第四十三条 市町村は、養護者、障害者の親族、障害

者福祉施設従事者等及び使用者以外の者が不当に財
産上の利益を得る目的で障害者と行う取引（以下「財産
上の不当取引」という。）による障害者の被害について、
相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する
部局その他の関係機関を紹介し、又は市町村障害者虐
待対応協力者に、財産上の不当取引による障害者の被
害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託する
ものとする。
２ 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は
受けるおそれのある障害者について、適切に、精神保健及
び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十一の二
又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の
請求をするものとする。

【高齢者虐待防止法第27条第１項】
養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等
以外の者（第三者）による財産上の不当取引=事
業者等からの「経済的虐待類似行為」を規定
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（事業者等）による財産上の不
当取引は、直ちに経済的虐待に
はあたらない。
しかし、経済的虐待と同等なも
のとして「経済的虐待に準じた対
応を行う必要がある」と考えられて
いる。
⇒権利擁護の対象！

【参考】厚生労働省 平成22年老人保健健康増進等事業
「市町村・地域包括支援センター・都道府県のための擁護者に
よる高齢者虐待対応の手引き」 P144
平成23年3月 社団法人 日本社会福祉会

●身体的虐待 ●介護、世話の放棄 ●心理的虐待 ●性的虐待 ●経済的虐待 ●セルフ・ネグレクト

高齢者・障がい者虐待の類型

・事案の一見処理にとどまらず、その後の生活支援につながるように福祉部局と連携をとらなくてはならないケースが多
い。
・高齢者や障がい者は、一つの被害を回復しても、判断力の低下等によって次々と被害に遭ってしまいやすい。
→成年後見制度や日常生活自立支援事業の利用を検討しなくてはならないケースもある。
・消費者被害に早期に対応しなければ、日常生活に必要な経済的基盤を失ってしまう程被害が拡大し、生活保護
につながる等の可能性もある。（→福祉部局はその後の対応で多大な労力が必要となる。）
⇒高齢者や障がい者の生活を守るうえで福祉部局との連携が重要！ 14
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消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）設置済地方公共団体 [2021年12月末日現在]

15（消費者庁資料引用）
※地方公共団体から2021年12月末日までに消費者庁に設置報告があった協議会を掲載



地方消費者行政強化作戦2020

 第４期消費者基本計画（令和２年３月31日閣議決定）を踏まえ、どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、消費者の安全・安
心が確保される地域体制を全国的に維持・拡充することを目指し策定（対象期間は、令和２～６年度）

 地方の自主性・自立性が十分発揮されることに留意しつつ、地方消費者行政の充実・強化のための交付金等を通じて、地方における計画的・
安定的な取組を支援

 毎年度、進捗状況の検証・評価を行うなど、PDCAによる進捗管理を徹底

＜政策目標１＞消費生活相談体制の強化

【消費生活センターの設置促進】

１－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

＜政策目標２＞消費生活相談の質の向上

【消費生活相談員の配置・レベルアップの促進】

２－１ 配置市区町村の都道府県内人口カバー率90％以上

２－２ 相談員資格保有率75％以上

２－３ 相談員の研修参加率100％（各年度）

２－４ 指定消費生活相談員を配置（全都道府県）

＜政策目標３＞消費者教育の推進等

【若年者の消費者教育の推進】

３－１ 消費者教育教材「社会への扉」等を活用した全国での実践的な
消費者教育の実施

３－２ 若年者の消費者ホットライン188の認知度30％以上（全国）

３－３ 若年者の消費生活センターの認知度 75％以上（全国）

【地域における消費者教育推進体制の確保】

３－４ 消費者教育コーディネーターの配置の推進（全都道府県、政令
市）

３－５ 消費者教育推進地域協議会の設置、消費者教育推進計画の
策定（都道府県内の政令市及び中核市の対応済みの割合
50％以上）

３－６ 講習等 （出前講座を含む）の実施市区町村割合75％以上

趣旨

政策目標

令和２年４月
消費者庁

都道府県ごとに以下の目標を達成することを目指し、地方公共団体の取組を支援

【SDGsへの取組】

３－７ エシカル消費の推進 （全都道府県、政令市）

３－８ 消費者志向経営の普及・推進 （全都道府県）

３－９ 食品ロス削減の取組の推進（全都道府県、政令市）

＜政策目標４＞ 高齢者等の消費者被害防止のための見守り活動の充実

【消費者安全確保地域協議会の設置】

４－１ 設置市区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

【地域の見守り活動の充実】

４－２ 地域の見守り活動に消費生活協力員・協力団体を活用する市
区町村の都道府県内人口カバー率50％以上

４－３ 見守り活動を通じた消費者被害の未然防止、拡大防止

＜政策目標５＞特定適格消費者団体、適格消費者団体、消費者団体の
活動の充実

＜政策目標６＞法執行体制の充実（全都道府県）

＜政策目標７＞地方における消費者政策推進のための体制強化

【地方版消費者基本計画】

７－１ 地方版消費者基本計画の策定（全都道府県、政令市）

【消費者行政職員】

７－２ 消費者行政職員の研修参加率80％以上（各年度）
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① 消費生活協力員・協力団体とは

② 消費生活協力員・協力団体の役割

③ 消費生活協力員・協力団体の効果

消費生活協力員・協力団体の場合

個人情報

消費者安全法第11条の７に基づき、地方公共団体の長からの委嘱により、消費者の安全を確保するた
めの見守り活動を行います。地域協議会とは、別の制度になります。

個人情報保護法により、消費者被害を発見しても、原則、本人の同意がない限り個人情報の提供はでき
ません。しかし、消費生活協力員・協力団体の制度を活用すれば、個人情報保護法の例外規定を適用す
ることができるため、消費生活センターへの迅速な情報提供が可能となり、消費者被害の拡大と、深刻化を
防ぐことができます。

頼んだ覚えが
ないけど… もしかしたら

送りつけ商法？ 相談・通報
情報提供

消費生活協力員・協力団体について

生活の中や、自身の日常業務の中で、消費者被害や、何らかの異変に気づいた場合に、消費生活セン
ターへの相談を勧めたり、消費生活協力員・協力団体自らが消費生活センターに連絡するといった、地域の
見守りの役割を担います。

候補者(例)：コンビニエンスストア、金融機関、宅配事業者、新聞配達員、介護サービス事業者など

消費生活協力員・協力団体の制度
を活用すれば、個人情報保護法の
例外規定（法令に基づく場合）を
適用することができる！

④ 消費生活協力員・協力団体に期待されること
地域協議会の構成員と異なり、相談した後の結果のフィードバックや見守りリストについての共有ができませ
ん。しかし、より実効性のある見守り活動を行うためには、個人情報の相互共有が欠かせません。そのため、最
終的には地域協議会の構成員として参加されることが望まれます。 17
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＜参考資料：消費者庁Webサイト＞

■【冊子】：高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブック
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/teaching_
material_003.html

■見守りネットワーク(消費者安全確保地域協議会)総合情報サイト
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/

■重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携について
(令和3年10月1日) 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/network/assets
/local_cooperation_cms205_211112_01.pdf


