
「ちばＳＳＫプロジェクト」について 

 
 「ＳＳＫ」とは、「しない、させない、孤立化！」のアルファベットの 

頭文字を取って、記号化したもの 

 

１ 目的 

  千葉県は、急速に高齢化が進むと見込まれており、一人暮らしの高齢者の方等

が孤立することなく、必要な支援を受けながら安心して暮らせるよう、地域にお

いて声かけや見守りなどの支え合い活動を実践することが重要である。 

県では、県民一人ひとりが具体的な行動を起こすきっかけづくりとなるよう、

「ちばＳＳＫプロジェクト」として、啓発事業を実施している。 

 

２ 取組内容 

年度 取 組 内 容 

２３ 「孤立化防止ＤＶＤ」の作成（市町村、図書館、公民館等に配付） 

フォーラムの開催 

街頭ＰＲ（海浜幕張駅、船橋駅、松戸駅、千葉駅でチラシ等を配付） 

告知ＣＭの放送（千葉テレビ、千葉銀行・京葉銀行ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等） 

２４ 「地域支え合い活動事例報告」の作成 

高齢者地域支え合い活動団体表彰 

シンポジウムの開催 

街頭ＰＲ（千葉駅、柏駅、船橋駅でチラシ等を配付） 

告知ＣＭの放送（千葉テレビ、京葉銀行ﾌﾟﾗｽﾞﾏﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ等） 

２５ バス車内放送の実施 

（松戸新京成バス、小湊バス、千葉中央バスの停留所１４カ所） 

高齢者地域支え合い活動団体表彰 

シンポジウムの開催 

２６ ガイドラインの策定、高齢者の見守り等の協定締結（５事業所） 

高齢者地域支え合い活動団体表彰 

シンポジウムの開催 

２７ 高齢者の見守り等の協定締結（３事業所） 

高齢者地域支え合い活動団体表彰 

シンポジウムの開催 

２８ 高齢者の見守り等の協定締結（１事業所） 

ラジオ放送 

  

３ 『「ちばＳＳＫプロジェクト」等に関するガイドライン』に基づく 

高齢者の見守り等に係る民間事業者との協定の締結（締結順） 

  （１）㈱セブン・イレブン－ジャパン 

（２）あいおいニッセイ同和損害保険㈱千葉本部 

（３）日本郵便㈱関東支社 

（４）千葉県生活協同組合連合会 

（５）第一生命保険㈱ 

（６）河野プロパンガス(有) 

（７）イオンリテール㈱南関東カンパニー 

（８）損害保険ジャパン日本興亜㈱千葉本部 

（９）㈱シニアライフクリエイト 
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商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献（「ちばＳＳＫプロジェクト」等） 

に関するガイドラインの策定について 
 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ７ 日 

千 葉 県 健 康 福 祉 部 高 齢 者 福 祉 課 

電  話  0 4 3 - 2 2 3 - 2 3 2 7      

 

 

 

 

 

１ 策定の趣旨 
千葉県は、全国２番目の増加率で急速に高齢化が進むと見込まれており、地域

住民や地域における多様な団体等が連携し、地域ぐるみで高齢者を互いに支えて
いくことが必要です。 
そこで「商業者の地域貢献に関するガイドライン」（商工労働部）や「ちばＳＳＫ

プロジェクト」等による、これまでの官民協働の取組を踏まえ、商業者等が「高齢者
福祉」に特化した取組・事業を行うための環境づくりを推進するため、「商業者等の
高齢者福祉に特化した地域貢献（「ちばＳＳＫプロジェクト」等）に関するガイドラ
イン」を策定しました。 

２ 策定方法  
ガイドライン策定に当たっては、高齢者を地域で支援する体制づくりの促進を目的

に設置され、県内経済関係団体、福祉関係団体等が幅広く参加する「千葉県高齢者を
地域で支えるネットワーク会議」に意見を聞きながら行いました。 

３ ガイドラインの概要 
（１）県の役割 

①制度の周知 
②ガイドラインに定める要件を満たす商業者等のとの協定の締結 
③協定締結企業との計画書及び活動状況の公表 
などにより、商業者等による自発的な地域貢献を促進するための環境づくりを進め
ます。 

（２）商業者等の役割 
商業者等が、日常業務の中で、声かけや見守り、安否確認、生活支援等を行い、

高齢者が安心して暮らせる地域社会づくりに協力いただくことを期待しています。 

（３）商業者等に求める具体的な取組・事業の例【全６分野（必須分野Ⅰ～Ⅲ）】 
Ⅰ 高齢者の見守り        （例） 宅配、配食サービス時の見守り活動等 
Ⅱ「ちばＳＳＫプロジェクト」 （例） 普及啓発の協力、孤立化防止活動への参加等 
Ⅲ 認知症対策          （例） 認知症サポーターの養成等 
Ⅳ 高齢者の生きがい、健康、  （例） 生涯大学校の現場学習、 

仲間づくり             健康づくり事業への協力等 
Ⅴ 高齢者の安全、安心      （例） 防犯対策講座の開催協力、広報協力等 
Ⅵ 高齢者の雇用       （例） 高齢者の積極雇用、能力に応じた雇用 

環境整備等 

４ その他 
商業者等の地域貢献活動に活用いただくため、『「ちばＳＳＫプロジェクトシンボル

マーク」の使用に関する要領』も併せて制定しました。 

  
商業者等が「高齢者福祉」に特化した事業を行うための環境づくりを推進するため、

「商業者等の高齢者福祉に特化した地域貢献（「ちばＳＳＫプロジェクト」等）に関す

るガイドライン」を策定しました。 



千葉県高齢者を地域で支えるネットワーク会議設置要綱 

 

（目 的） 

第１条 千葉県高齢者を地域で支えるネットワーク会議（以下「会議」という。）

は、住民団体、医療・福祉関係団体、民間企業、行政等の連携により高齢者

を支える体制づくりを推進することで、高齢者が安心して暮らせる地域社会

の実現を図ることを目的とする。 

 

（構 成） 

第２条 会議は、趣旨に賛同する県域組織の団体等をもって構成する。ただし、

県域団体のない場合はその限りではない。 

 

（所掌事務） 

第３条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 高齢者を地域で支援するための効果的な対策を推進すること。 

(2) 高齢者の支援に関する情報や意見を交換し、相互の連携を強化すること。 

(3) その他会議の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

（会長及び副会長） 

第４条 会議に会長を置く。 

２ 会長は、千葉県知事とする。 

３ 会長は、会務を総括し、会議を代表する。 

４ 会長に事故ある時は、会長が指名する者がその職務を代理する。 

 

（会 議） 

第５条 会議は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長をもって充てる。 

３ 構成員は、会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。 

 

（部 会） 

第６条 会長は、会議の円滑な運営を図るため、部会を置くことができる。 

２ 部会の設置、運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（庶 務） 

第７条 会議の庶務は、千葉県健康福祉部高齢者福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，平成２４年３月２３日から施行する。 
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千葉県高齢者を地域で支えるネットワーク会議 構成機関・団体等一覧 

（H28.3 時点 52 団体） 

イオンリテール株式会社南関東カンパニー 千葉県商店街振興組合連合会 

(一社)千葉県ＬＰガス協会 千葉県商店街連合会 

(一社)千葉県経営者協会 千葉県人権擁護委員連合会 

(一社)千葉県経済協議会 千葉県新聞販売組合 

(一社)千葉県高齢者福祉施設協会 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会 

(一社)千葉県歯科医師会 千葉県中小企業家同友会 

(一社)千葉県社会福祉士会 千葉県中小企業団体中央会 

(一社)千葉県商工会議所連合会 千葉県町村会 

(一社)千葉県タクシー協会 千葉県デイサービスセンター協会 

(一社)千葉県バス協会 千葉県弁護士会 

(一社)千葉県ホームヘルパー協議会 千葉県訪問看護ステーション連絡協議会 

(一社)千葉県薬剤師会 千葉市町内自治会連絡協議会 

(一社)日本フランチャイズチェーン協会 千葉司法書士会 

(一社)日本民営鉄道協会（関東鉄道協会） 千葉地方法務局 

(公財)千葉県民生委員児童委員協議会 中核地域生活支援センター連絡協議会 

(公財)千葉県老人クラブ連合会 東京電力株式会社千葉支店 

(公社)千葉県医師会 (特非)千葉県介護支援専門員協議会 

(公社)千葉県看護協会 (特非)ちば地域密着ケア協議会 

(公社)日本水道協会千葉県支部 日本司法支援センター千葉地方事務所 

(法テラス千葉) (公社)認知症の人と家族の会千葉県支部 

(社福)千葉県社会福祉協議会 房総ガス協議会 

千葉県生活協同組合連合会 千葉中央郵便局 

千葉家庭裁判所 千葉県 

千葉県経済同友会 千葉県教育庁 

千葉県在宅サービス事業者協議会 千葉県警察本部 

千葉県市長会  

千葉県生涯大学校卒業生学習会  

千葉県商工会連合会  

 



　資料３　

事業者名 協定締結年月日 Ｈ２７活動内容 Ｈ２８活動計画（Ｈ２７と相違する点のみ）

１ ㈱セブン-イレブン・ジャパン 平成２６年　７月３１日

・県内全市町村と見守り協定締結
・配達先、店舗等で見守り、支援
・店舗に「ＳＳＫ」のポスターを掲示、普及啓発
・高齢者の積極的な雇用
・認知症サポーター養成講座の受講（１，４７５名）

・（県）くらし安全推進課と連携した「ちば安全・安心まち
づくり宣言」の実施

２ あいおいニッセイ同和損害保険㈱千葉本部 平成２６年１０月　１日

・県内２２市町村と見守り協定を締結
・社員の日常活動、代理店の事業活動を通した見守り
・ロゴシールを名刺に貼り、「ＳＳＫ」を普及啓発
・市民参加型の認知症サポーター養成講座の開催

・新たな市町村との協定締結

３ 日本郵便㈱関東支社 平成２６年１０月　３日

・県内３３市町村と見守り協定締結
・認知症サポーター養成講座の受講（６９６名）
・「ちば県民だより」を郵便局窓口に設置
・送り付け商法、電話ｄｅ詐欺の未然防止に協力
・郵便局のバリアフリー化

・県内全市町村との協定締結
・社員の振り込め詐欺防犯指導員制度講習受講

４ 千葉県生活協同組合連合会 平成２６年１０月２８日

・全市町村との見守り協定締結（コープみらい）
・日常業務の中での見守り
・組合員向け広報紙等への「ＳＳＫ」の掲載
・認知症サポーター養成講座の受講
・イベントにおける「ＳＳＫ」の普及啓発

・高齢者見守りの事例などを基にした「ＳＳＫ」の普及啓
発

５ 第一生命保険㈱ 平成２７年　１月２２日

・県内１７市町村と見守り協定を締結
・毎月１日、高齢者の契約者宅へ定期訪問
・認知症サポーター養成講座の受講（４０７名）
・ネームホルダーを身につけ「ＳＳＫ」の普及啓発

・県内全域の取組

６ 河野プロパンガス（有） 平成２７年　９月　８日

・毎月の訪問を通して、声かけ、安否確認
・千葉市の見守りネットワークに参加
・「認知症介護指導者東京ネットワーク関東ブロック大
会ＩＮちば」に協賛として参加

・千葉市長沼原勤労市民プラザと共催するイベントで、
防犯対策講座等を開催

７ イオンリテール㈱南関東カンパニー 平成２７年１０月３０日

・ネットスーパー等の配達の際の見守り
・認知症サポーター養成講座の実施（累計５万人）
・大型店で、認知症啓発イベント、健康イベント、食に関
するイベント等を実施

・県内全域に見守りサービスを拡大
・自治体と協力した「認知症の啓発」の取組

８ 損害保険ジャパン日本興亜㈱千葉本部 平成２７年１２月１６日

・千葉市、船橋市と見守り協定締結
・職員に日常活動、営業活動のあらゆる局面での見守
りの徹底
・認知症サポーター養成講座を８回開催
・シニアドライバー講習会を開催

・職員が機敏に行動できるよう「高齢者見守りポケット
カード」を携帯
・ベイエフエムの自社提供番組で、知事出演により「ＳＳ
Ｋ」について放送（６月１１日）
・同番組内でのＣＭ放送は現在も継続中

９ ㈱シニアライフクリエイト 平成２８年　９月　５日 ※２８年度に協定締結

・宅配弁当を手渡し、安否確認
・各店舗、配達車両へポスター等掲示
・認知症サポーター養成講座の受講
・高齢者サロンの企画

『「ちばＳＳＫプロジェクト」等に関する協定』取組状況



高齢者の消費者トラブルについて 

○ 高齢者の消費者トラブルは、増加傾向にあり、高額であるケースが多くなっています。 

また、認知症の方等が当事者の場合は、周囲の方からの相談が 8 割以上を占めています。 

○ 県内各市町村では、消費者被害の未然防止･拡大防止に向け、関係機関との連携体制づくり

を進めておりますので御協力をお願いします。 

○ 消費者トラブルを覚知されましたら最寄りの消費生活センターに御相談下さい。 

※ 消費生活相談は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に起因して生じる様々

な問題について、県消費者センター及び市町村の消費生活センター等が、中立公正な立場から、その格

差を補い、適切かつ迅速に解決するために実施しているものです。 
 本資料は消費者からの相談内容に基づいており、トラブルの要因等については必ずしも究明されてい

ないものもありますが、消費者が抱えるトラブルの傾向をうかがうことができます。 

 

１ 消費生活相談件数の推移 

 ○ 65 歳以上の高齢者からの相談は、相談全体の増加を上回るペースで増加しています。 
 ○ 全国では減少に転じていますが、千葉県では依然として増加傾向にあります。 
 ○ 5 年前と比べ、人口に占める高齢者の割合が 4 ポイントの増加に対し、高齢者からの相談

割合は 8 ポイント増であり、高齢化以上に高齢者からの相談が増加しているといえます。 

   （消費生活相談件数と人口の推移） 

 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
消費生活相談件数 43,119 43,082 42,224 45,051 47,903 48,842 

 うち苦情相談件数 38,951 39,080 38,461 41,335 44,098 44,927 
  うち高齢者 7,827 8,771 9,730 12,048 12,571 12,617 

  （割合） (20.1%) (22.4%) (25.3%) (29.1%) (28.5%) (28.1%) 
県人口（千人） 6,267 6,277 6,258 6,240 6,244 6,254 

 うち高齢者 1,283 1,307 1,356 1,426 1,488 1,547 

 （割合） (20.5％) (20.8%) (21.7%) (22.8%) (23.8%) (24.7%) 
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（平成 22 年度を 100 とした場合の推移） 

H28.10.19 千葉県高齢者を地域で支えるネットワーク会議 
環境生活部 くらし安全推進課 消費者安全推進室 
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２ 商品･サービス別の相談状況 

 ○ パソコンやスマートフォンなどの利用拡大により、各種インターネットサイトから得られ

る情報やサービスである「デジタルコンテンツ」や、光回線･プロバイダ契約など、インタ

ーネットに関連する相談が大きく増加してきています。 
 ○ また、健康食品の送り付けや身に覚えのない料金不払いがある旨を記載した葉書の送り付

け（商品を特定できないことから商品･サービスの区分は「商品一般」を適用）の増加など、

特定の悪質商法が増加する年度も見られますが、リフォーム工事などの「工事･建築」や「株」･

｢公社債｣･｢ファンド型投資商品｣など投資に関する相談は高水準で推移しています。 
 ○ 新たな商品サービスの出現や取引方法の多様化により消費者トラブルは複雑･多様化して

おり、トラブルの未然防止･拡大防止には、様々な機会を通じた情報提供･啓発が大切です。 
 
 

 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

1 位 
ﾌﾘｰﾛｰﾝ･ｻﾗ金 ﾌｧﾝﾄﾞ型投資商品 商品一般 他の健康食品 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

540 534 745 1,153 1,500 2,123 

2 位 
工事･建築 工事･建築 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ 商品一般 商品一般 

455 513 594 852 1,287 681 

3 位 
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ ﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂ ﾌｧﾝﾄﾞ型投資商品 ﾌｧﾝﾄﾞ型投資商品 ﾌｧﾝﾄﾞ型投資商品 工事･建築 

340 496 553 715 624 625 

4 位 
株 公社債 工事･建築 工事･建築 工事･建築 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線 

282 362 469 627 588 525 

5 位 
公社債 ﾌﾘｰﾛｰﾝ･ｻﾗ金 他の健康食品 商品一般 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続回線 冠婚葬祭互助会 

261 353 452 556 375 405 
総件数 7,827 8,771 9,730 12,048 12,571 12,617 

 
 
３ 販売購入形態別の相談状況 

 ○ パソコンやスマートフォン等の利用拡大もあって、インターネットを通じた取引など 

「通信販売」が大きく増加しています。 
 ○ また、他の年齢層と比べて、「訪問販売」・「電話勧誘販売」の割合が大きくなっています。 
 

         ※ H27 相談のうち、 

｢高齢者以外｣の販売 

購入形態別相談件数 

 
H22 H23 H24 H25 H26 H27 

  

割合  件数 割合 

店舗購入 2,571 2,330 2,366 2,866 2,997 3,019 24%  9,792 30% 
通信販売 1,307 1,888 2,283 2,372 3,035 3,470 28%  13,669 42% 
訪問販売 1,564 1,643 1,760 1,707 1,694 1,923 15%  2,384 7% 
電話勧誘 1,013 1,377 1,575 2,711 2,092 1,549 12%  1,543 5% 
その他 170 176 241 590 448 473 4%  751 2% 
不 明 1,202 1,357 1,505 1,802 2,305 2,183 17%  4,171 13% 
合 計 7,827 8,771 9,730 12,048 12,571 12,617 100%  32,310 100% 

 

（販売購入形態別の相談件数の推移） 

（商品･サービス別の相談件数の推移） 



４ 既払金額の状況 

 ○ 相談を行った時点で、事業者に既に支払っていた金額は、65 歳未満に比べ高額となってい

ます。 
（既払金額（平成 27 年度）） 
 65 歳以上 65 歳未満 

相談件数※ 既払金額※総額 平均額 相談件数 既払金額総額 平均額 
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販 905 6,128 万円 7 万円 6,530 13 億 2,359 万円 20 万円 
家 庭 訪 販 851 15 億 7,082 万円 185 万円 454 1 億 8,304 万円 40 万円 
電 話 勧 誘 533 4 億 2,573 万円 80 万円 398 2 億 4,080 万円 61 万円 
利 殖 商 法 103 6 億 8,174 万円 662 万円 100 2 億 2,388 万円 224 万円 
総 件 数 4,931 42 億 2,767 万円 86 万円 13,304 54 億 7,645 万円 41 万円 

  ※相談件数：苦情相談のうち既払額が確認できなかったものを除いた件数。 
  ※既払金額：トラブルの要因等について必ずしも究明されていないことから、「既払金額≠被害額」で

すが、利殖商法については被害額と言えます。 
 
５ 判断力不足の方からの相談状況 

 ○ 認知症等の判断力不足の方※に関する相談の総件数は減少に転じていますが、訪問販売に

係る相談は高水準で推移しています。 
 ○ また、相談の 8 割以上は、トラブルに遭った本人以外の方からのものとなっています。家

族がトラブルを覚知して相談するほか、ケアマネージャー等がトラブルを覚知したうえで、

家族や支援機関を通じた相談が寄せられています。独居の高齢者や高齢者のみの世帯におけ

る消費者トラブルの顕在化、未然防止には、周囲の方々の見守りが大切となっています。 
                           （単位：件数） 

 H22 H23 H24 H25 H26 H27 
店舗購入 20 32 41 43 59 35 
通信販売 20 19 26 33 27 30 
訪問販売 84 127 94 126 130 123 
電話勧誘 31 45 58 94 69 47 
その他 10 3 6 30 15 15 
不 明 30 32 39 49 50 34 
合 計 195 258 264 375 350 284 

   ※ 全国消費生活相談情報ネットワークシステムへの登録において、「（キーワード）判断不十分者
契約」が付された相談。「判断不十分者契約」は、相談内容が、障害や疾病等何らかの理由によ
って十分な判断ができない状態にある者の契約であることが問題である場合に付される。 
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（販売購入形態別の相談件数の推移） 

（消費者トラブルの当事者と相談者の関係） 



 
 （判断力不足の方に関する相談事例（平成 27 年度）） 

①家族が覚知したもの 

ア ヘルパーの訪問介護を利用しながら一人暮らしをしている 87 歳の母親を訪ねたとこ

ろ、偶然訪れた新聞販売員から「2 か月後から投函を始める」と聞き、2 紙と長期購読契

約をしていたことが分かった。既存の新聞契約期間は残り２年あり、新規の新聞契約は 2
か月後から 5 年間ある。母は、新聞の契約書を無くしており、契約時のこともよく覚え

ていない。 
イ 79 歳の母は兄と同居しているが、2 世帯住宅ということもあり、頻繁に会っているわ

けではない。先日、母を訪ねると、ヘリコプターシェアオーナーの案内パンフレットがあ

り、オーナー権に 430 万円投資していたことが分かった。母によれば「勧誘電話を受け、

近所のレストランで説明を聞き、出資金の受け渡しを行った。」とのことである。母は「必

ず儲かるので大丈夫だ」と言って聞かない。 
ウ 認知症の夫だけが在宅していたときに、光回線の代理店から勧誘電話があり、夫が対応

した。ＦＡＸで契約書及び同意書の用紙が送られた、夫は、契約書にサインするとともに、

同意書に私の名前を書いて、ＦＡＸ返送したようだ。 
 

②ケアマネージャー等が覚知したもの 
（親族からの相談） 

ア 母は、毎日ヘルパーの訪問を受け、一人で住んでいる。ヘルパーから、「ベランダ工事

の契約書を見つけた」との連絡をもらった。母は契約内容や詳しい話は覚えていないが、

訪問してきた業者と 31 万円の契約をしたことが分かった。 
イ ヘルパーから、「（独居で高齢の母親あてに）代金引換えで、10 日前に 16,000 円の数の

子が、3 週間前にも 16,200 円のカニが送られ、受け取ってしまっていた。」との連絡が

あった。母は、認知症の傾向があり、電話には出ないように伝えるが、電話に出て対応し

てしまう。状況はよく覚えてはいないようだ。 
（支援機関からの相談） 

ウ 88 歳の一人暮らしの女性が、ＣＯ2 排出権取引に係る 15 万円の領収書と 30 万円の預

り証を持っているが、尋ねても何も覚えていない。 
エ 担当する高齢者の家に不審な業者が来ているとの連絡が市役所からあり、本人に確認し

たところ、「『無料で下水道の点検と掃除をします。』と言う業者の訪問を受けた。ちょう

ど気になっていたので点検を依頼したら、『汚水桝に亀裂を発見した。このままだと汚水

が隣の家まで染みこむ可能性があるので、すぐに配水管の補修工事と基礎補修工事をした

方が良い。』と、写真を見せられながら言われ、総額 150 万円の契約を結んだ。」とのこ

とだった。 
オ 認知症で独居の女性宅を訪問したら、証券会社の書面があった。訪問してきた証券会社

に対し、満期日が 24 年後の外国債を 50 万円分申し込み、銀行で振り込んだようだ。 
 

 

【データ出典】 
人口：「千葉県年齢別・町丁字別人口」各年 4 月 1 日現在。 
相談：県消費者センター、県内各市町村の消費生活センター及び消費生活相談窓口で受け付けた消費

生活相談のうち、「全国消費生活情報ネットワークシステム」に登録された苦情相談を分析。 



資料５（１） 

 

市町村における高齢者の孤立化防止、見守りネット
ワークの活動について 
 

１ ネットワーク構築状況 

  全市町村において、事業所との協定等により構築済み   

 

２ 主な構成機関 

流通・小売事業者（５４市町村） 

ライフライン事業者（３５市町村） 

郵便局（３２市町村） 

民生委員（２７市町村） 

社会福祉協議会（２４市町村） 

 

３ 活動内容 

  ・ネットワーク構成機関が、日常業務の中で、異変を発見した場合、

市町村に通報する体制の構築 

  ・民生委員や協力員等を中心とした定期的な訪問 

  ・連絡会議の実施・情報交換や情報共有 

 

４ 運営上の課題 

  ・ゆるやかな見守りであるため、通報の判断が事業者に委ねられてお

り、活動に差がある。 

  ・夜間、休日の通報の窓口である市町村の対応が困難。 

  ・安否確認が増えた場合、現在の地域包括支援センターの体制で対応

できるか不安。 



資料５（２） 

 

平成２７年１０月実施 市町村アンケート 
 

「地域住民が支え合いを広げるために有効と 
思われる行政の支援」 

 

１ 支え合いの普及啓発 

・地域支え合い活動の団体の事例発表 

 ・事例集、ノウハウ集の作成 

 ・地域に出向いての説明会 

  

 

２ 運営面の支援 

 ・支え合いのきっかけづくり、働きかけ 

 ・立ち上げから軌道に乗るまでの支援 

 ・支え合いの中心となる住民の育成 

 ・表彰等によるボランティアへのねぎらい 

 ・最終的には、各地域で自立して活動を継続するための共通認識の

醸成、環境整備 

 

 

３ 支え合い活動の課題 

 ・立ち上げ費用、活動費用の確保 

 ・活動場所の確保 

 ・協力員の人員確保 

 ・自治会や隣近所で見守りを行うことは望ましいが、見守る側も  

高齢である可能性が高く、自治会未加入者も多くなっていること

から、行政支援抜きでは継続できないと思われる。 
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STOP!電話de詐欺
千葉県民は

カクニンダー！

千葉県

資料６（２）



2

千葉県高齢者を地域で支える
ネットワーク会議

平成２８年１０月１９日

県庁本庁舎 ５階大会議室
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１ STOP!電話de詐欺キャンペーンについて
電話de詐欺被害を減らしていくためには、県民一人ひとりが防犯意識を

高めていくことが重要です。

そこで、知事出演によるテレビ、ラジオのコマーシャルなどを活用したり
啓発キャンペーンを展開し、電話de詐欺の恐ろしさを訴えて一層の注意を
喚起するとともに、だましの手口や、被害を防ぐためのポイントを県民に
わかりやすく示すことにより、 振り込め詐欺の撲滅を目指します。
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（１）キャッチコピー
『 千葉県民

慌てず 必ず カクニンダー！』

千葉県の被害が、依然全国ワースト上位という

状況を踏まえ、被害者の大半となる高齢者のみな
らず、その家族に向けても「確認すること」の重要
性を呼びかけることにより、『電話de詐欺』の撲滅
を目指します。

（２）キャラクター設定
お子さんにも関心をもってもらえるよう、
「確認戦士 カクニンダー」をキャラクターとして
採用しています。



5

電話de詐欺の主な種類

郵便やインターネット等を利用し、不特定多数の者
に架空の事実を内容とした料金請求の文書等を送付
し、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法に
よってだまし取る詐欺

親族、警察官、銀行員等を装って高齢者宅等に電
話をかけ、横領補填金、借金返済、妊娠中絶示談金
等の名目で、現金を預金口座に振り込ませる、また、
直接現金を受け取る等によってだまし取る手口の詐
欺

(2)架空請求詐欺

(1)オレオレ詐欺



6

(3)融資保証金詐欺

実際には融資しないにも関わらず、架空の金融業者
を偽って「低金利融資」などの広告を出したり、はがき
などを送り付けたりしたうえで、融資を申し込んできた
者から、保証金等の名目で預金口座等に現金を振り
込ませてだまし取る手口の詐欺

(4)還付金等詐欺
税金や年金等の還付などに必要な手続きを装って
電話し、ＡＴＭを操作させて口座間送金により現金を
振り込ませて騙し取る手口の詐欺



7

千葉県では平成27年（１年間）で

※ ２８年１月～７月末現在
被害件数 ６５２件（前年比２１％増）
被害金額１２億６千万円（前年比１９％減）
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オレオレ詐欺 犯人のだまし文句

警察官かたり

借金返済

• 「○○警察署の××です。あなたのカードが犯罪に巻
き込まれたので、カードを取り替えなければなりません。
今から銀行協会の者が伺いますので、カードを渡して
ください。」

横領補填金 • 「先輩に勧められて株をやったんだけど、会社の金を
使っちゃって。今日中に返さないと、クビになる。お母さ
ん、どうにかならないかな。」

• 「お母さん、消費者金融から借りた２００万円を今日の
午後２時半までに返済しないといけない。具合が悪くて
今病院にいるから、代わりに振り込んでおいてくれない
かな。必ず返すから。」

・ 「女の人を妊娠させてしまった。その人には旦那がいて、
手術費用と慰謝料で３００万円、期限が今日までなんだ。
お母さん、必ず返すからお金貸してくれないかな。」

妊娠中絶示談金
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なぜ、騙されるのか

・久しぶりに息子、孫と
話ができてうれしい
・息子を助けるのは私し
かいない
・お金が返ってくる
・恥ずかしい

など

反射的な嬉しさから不
審に思わない

緊張感・時間的切迫感

他人に迷惑がかかるた
め自分で解決

子や孫への親愛の情

「事前にだまされない自信があったか」 被害者に対する調査

①すごく自信があった ６３．６％ ※ 警察庁

②何となく自信があった ２７．３％
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被害に遭った方の声
老後の生活のために、こつこつと貯めてきたお金を
全て奪われてしまい、今後、どうやって生きていけ
ばよいか分からない。

犯人からお金をだまし取られたために、誰も信用で
きなくなり、電話に出ることもできず、人と話すことも
なく家に閉じこもっている。

だまされたことについて息子や夫になじられ、家族
関係が壊れてしまった。

息子を信用できなかったことについて、自分自身を
責め続けた結果、うつ状態になって食事も取れなく
なり、入院してしまった。
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「だまされた!?ふり作戦」に
あなたもご参加ください！

「お金を振り込んで」などという電話を受けた
ら、だまされたふりをして、お金を振り込んだ
り渡したりする前に警察に連絡してください。

あなたの協力で、次の被害者が救われます。

詐欺犯人の逮捕に御協力ください。
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被害防止のポイント１

息子や孫などのふりをした犯人は、携帯電話の番
号が変わったと伝えてきます。

これが詐欺のサインです。

「携帯変えた」それは詐欺
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被害防止のポイント２

「すぐにお金が必要なんだ」そんな電話は、すぐ相
談を。

振り込む前に
カクニンダー！
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被害防止のポイント３

警察官や銀行関係者が、キャッシュカードを預かる
ことはありません！

キャッシュカードは
わたさない！
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被害防止のポイント４

ATMの操作で還付金が振り込まれることは絶対に
ありません！

ＡＴＭ ＋携帯電話＝還付金詐欺！
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お金を要求する怪しい電話がかかってきたら、いったん電話
を切って、本人に電話（電話番号が変わったと言われた場合
は元の電話番号）を掛け直しましょう。

留守番電話にすることで、不審な電話がかかってきても冷静
に対応でき、録音された声を証拠とすることもできます。留守
番電話を活用しましょう。

少しでもおかしいと感じたら、家族や警察に相談しましょう。

【電話de詐欺 相談専用ダイヤル】

０１２０－４９４－５０６

被害防止のポイント５

在宅中も 留守番電話

ヨ ク シ コ ー ル



電話 de 詐欺の被害防止に関する 

広報啓発活動のお願い 

 
オレオレ詐欺をはじめとする電話 de 詐欺は、昨年に比べ、被害額こそ減少し

ているものの、発生件数は増加しており、依然として全国ワースト上位という

憂慮すべき状況にあります。 
電話 de詐欺の被害に遭われた方は、多額の財産を一瞬にして失うだけでなく、

「将来の希望を失う」、「家族の人間関係に亀裂が生じる」、「健康を損なう」な

ど、多くの面で不利益を被ることとなります。 
 こうした被害者を一人でも減らせるよう、貴団体において発行されている会

報等への掲載による注意喚起やイベント等における広報啓発活動に御理解と御

協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

 

 

会報誌等掲載例 

 

  

その電話、詐欺じゃない？ 
 

  『還付金』＋『ＡＴＭ』＝『詐欺』 

  

電話 de 詐欺相談専用ダイヤル 

 ０１２０－４９４
ヨ ク シ

－５０６
コ ー ル

 
千葉県・千葉県警察 

確認戦士カクニンダー 

 

資料６（３） 


