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２ 災害時に備えた地域の支援体制づくり 

 

（１）要配慮者の把握と支援、防災教育の推進                 

【（危機）危機管理課、（健福）地域福祉推進課、長寿社会政策課、障がい福祉課、（観文） 

県民文化スポーツ課】 

 

■現状 

地震、津波、豪雨、豪雪、火山災害や火災など災害発生時において、高齢者

や障がい者など一人で避難することが困難な、いわゆる要配慮者を的確に把握

するとともに、避難に必要な情報の伝達体制の整備や迅速な避難誘導体制の整

備、避難支援者（要配慮者が避難する際、その避難を手助けする人）の確保、

避難生活へのきめ細かな支援体制の整備を進める必要があります。 

○ 県では、2005(H17)年 12 月に策定した「災害時要援護者支援指針」を、東

日本大震災の教訓を踏まえた災害対策基本法の改正や、2013(H25)年８月に国

が示した「避難行動要支援者の避難支援に関する取組指針」及び「避難所に

おける良好な生活環境の確保に向けた取組指針」の内容を反映し、2014(H26)

年２月に「災害時要配慮者支援指針」として全面改定を行い、市町村ととも

にその対策の推進を図ってきたところです。 

○ 要配慮者を的確に把握するために市町村で策定する「避難行動要支援者名

簿」が必要であり、策定率は 2018(H30)年６月１日現在で 94.3％となってお

り、着実に進んでいます。 

○ 要配慮者の避難支援については、地域の自主防災組織が大きな役割を担い

ますが、全世帯数と組織されている地区の世帯数から算出する、自主防災組

織率は、2018(H30)年９月１日現在で 89.5％と向上してきています。 

○ 市町村が指定する特別な配慮（バリアフリー等）がなされた要配慮者を受

け入れるための福祉避難所は全市町村で指定されており、指定率は 100％とな

っています。 

○ 県では、災害に備え、平常時から山形県災害ボランティア支援ネットワー

ク連絡会の活動の中で、行政、社協、各防災関係団体、ボランティア及びＮ

ＰＯ等の連携を図り、山形県災害ボランティア支援本部を円滑に設営できる

体制をつくるための図上訓練や研修会を実施しています。 

○ 近年の災害においては、災害発生時やその後の避難所において、外見から

は障がい者と分からないことにより、必要な支援が受けられないケースが見

られます。 
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■課題 

○ 避難行動要支援者名簿の策定を引き続き着実に進め、策定率を 100％にする

必要があります。 

○ 「災害時要配慮者支援指針」のうち、各市町村における個々の要配慮者の

具体的な避難支援の内容を定めた「個別計画」の作成は、進捗状況にバラつ

きがあります。（全部作成済 10 市町、一部作成済 11 市町、未作成 14 市町村

（2018(H30)年６月１日現在）） 

○ 要配慮者の避難支援者になり得る人をより多く確保するために、年齢要件

等にとらわれず幅広く地域住民の協力を得る必要があります。また、その際

は特定の個人に負担が掛からないよう配慮する必要があります。 

○ 市町村における福祉避難所の指定率は 100％になったものの、全ての要配慮

者に対応した受入数は十分ではありません。 

○ 東日本大震災の経験を踏まえ、県内においても大規模災害の発生に備え、

被災者のニーズを把握し、全国から駆けつけることが予想されるボランティ

アとのマッチングをスムーズに行う災害ボランティアセンターを立ち上げる

ための体制づくり、人づくりを行う必要があります。 

○ 外見からは障がいや疾患の有無等が分からない要配慮者（聴覚障がい者、

発達障がい者、高次脳機能障がい者、難病患者等）への支援が課題となって

います。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、要配慮者本人やその家族をはじめとす

る住民の理解を得ながら、市町村における要配

慮者の把握と「個別計画」の策定を促進します。 

危機管理課 ○ ○ 

県は、自主防災組織が未設立の地区における

組織化を「自主防災アドバイザー派遣」や「防

災資機材購入支援事業」等により市町村と連携

しながら支援するとともに、自主防災組織によ

る個別計画に沿った避難支援訓練の実施など

要配慮者支援の活動を促進します。 

危機管理課 ○ ○ 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、高齢者等が自治体の避難情報に沿って

適切な避難行動が取れるよう、防災フォーラム

や出前講座、防災訓練などを通して、避難情報

の内容や災害リスクを分かりやすく伝える防

災教育を進めます。 

危機管理課 ○ － 

県は、福祉避難所について、独自調査を実施

し実態を把握するとともに、市町村における福

祉避難所の充実を支援します。 

危機管理課 ○ － 

県は、山形県災害ボランティア支援ネットワ

ーク連絡会の活動の中で、行政、社協、各防災

関係団体及びボランティア・ＮＰＯの連携を図

り、山形県災害ボランティア支援本部を円滑に

設営できる体制をつくるための図上訓練や研

修会を今後も継続して実施します。 

県民文化スポー

ツ課 

－ － 

県は、地域（市町村）において、市町村及び

市町村社協が大規模災害時に速やかにボラン

ティアセンターを立ち上げ、スムーズな運営が

できるよう、県社協やＮＰＯ等による災害ボラ

ンティアセンター運営者等の研修の実施を支

援します。 

県民文化スポー

ツ課 

○ － 

外見からは障がいや疾患の有無等が分から

ない要配慮者に対し、県では、ヘルプマークを

配布し、必要な支援・配慮を受けやすい環境を

整備します。 

障がい福祉課 － － 

避難所生活においては、聴覚障がい者及び視

覚障がい者とのコミュニケーション手段の確

保が重要であることから、手話通訳者、要約筆

記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣等の

意思疎通支援について、県と市町村との連携を

図ります。 

障がい福祉課 ○ － 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、避難所での生活において、発達障がい

等の特性や必要な支援・配慮等について理解が

得られるよう、「やまがたサポートファイル」

の周知・普及を図ります。 

障がい福祉課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、作成が完了した市町村の取組事例を紹介するなどの情報提供や市町

村が抱える諸課題について相談に応じるなど、市町村における「個別計画」

の作成を促進します。 

○ 県は、自主防災組織が未設立の地区における組織化について、市町村と連

携しながら「自主防災アドバイザー派遣」や「防災資機材購入支援事業」等

により支援するとともに、自主防災組織による個別計画に沿った避難支援訓

練の実施など要配慮者支援の活動を促します。 

○ 県は、高齢者等が自治体の避難情報に沿って適切な避難行動が取れるよう、

防災フォーラムや出前講座、防災訓練などを通して、避難情報の内容や災害

リスクを分かりやすく伝える防災教育を進めます。 

○ 県は、福祉避難所について、独自調査を実施し実態を把握するとともに、

市町村における福祉避難所の充実を促進します。 

○ 県は、地域（市町村）において、市町村及び市町村社協が、大規模災害時

に速やかにボランティアセンターを立ち上げ、スムーズな運営ができるよう、

県社協やＮＰＯ等による災害ボランティアセンター運営者等の研修の実施を

支援します。 

○ 県は、災害時における障がい者等の情報共有と手話通訳者の派遣等、適切

な意思疎通支援の実施及び連携に努めます。 
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■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

自主防災組織率 
89.5％ 

2018(H30).9.1 

95.0％ 

 

95.0％ 

以上 

【趣旨】要配慮者の避難支援に大きな役割を担う自主防災組織率の向上を推進します。 

避難行動要支援者名簿策定率 
①名簿、②個別計画 

①94.3％ 

②60.0％ 

① 100％ 

②74.2％ 

①100％ 

②100％ 

【趣旨】災害時要配慮者が円滑に避難するための、名簿と個別計画の策定を推進しま

す。 
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（２）雪対策の推進                            

 【（企画）市町村課】 

■現状 

少子高齢化や核家族化の進展、住民意識の変化等に伴い、家庭や地域でとも

に支え合う機能が弱体化しています。従来、住宅の屋根や住宅の周りの雪につ

いては、家庭内や親族等が処理してきましたが、高齢者のみの世帯や高齢者ひ

とり暮らし世帯の増加に伴い、独力で処理できない世帯が増えています。 

○ 県では、人口減少や高齢化の進行する中、降雪期であっても安全・安心な

暮らしを実現するため、新たな「山形県雪対策行動計画」（2017(H29)年３月

策定）に基づく取組を展開しています。 

具体的には、県内外からの除雪ボランティア「やまがた除雪志隊」の募集・

登録と活動支援による地域の要配慮者宅の除排雪支援や、高齢者等に代わって

雪下しを行う有償ボランティアの仕組みの構築等を行っています。 

 

■課題 

2017(H29)年度の大雪では、転落や落雪による死亡事故が16件発生しており、

安全対策の更なる普及啓発に加え、高齢者等の除排雪負担の一層の軽減を図る

必要があります。 

また、短期集中的な豪雪の頻発等、従来の枠組みを超えた動きに対応するた

め、これまでの行政中心の取組だけでなく、県民や企業、経済界等の参画・協

力の下、それぞれの力を結集した取組に発展させていく必要があります。 

  

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

今後の雪対策の新たな考え方について、県の

基本姿勢を定めた「いきいき雪国やまがた基本

条例」の制定（2018(H30)年 12 月）を機として

新たな雪対策を展開します。 

市町村課 ○ ○ 

 

■市町村への支援 

○ 地域の実情や社会情勢等に応じて市町村が計画的に実施する雪対策の取組

を、県から市町村への交付金制度により支援します。 
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■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

雪害による死亡者数 
３人 

2015(H27)年度 

０人 

 

０人 

 

【趣旨】安全対策の普及啓発や要配慮者の除排雪支援等により、雪害による死亡事故

の根絶を図ります。 

「やまがた除雪志隊」の登録者
数 

516 人 

2015(H27)年度 

900 人 

 

推進 

 

【趣旨】県内外から幅広く除雪ボランティア(個人・団体)を募集し、除排雪の担い手

を確保します。 

 

 

 

 

  

 寒冷地である本県では、冬場の除排雪作業が欠かせないものとなっています。 

こうした状況から、道路や高齢者宅などの除雪を地域が協力して実施する取組も

県内各地で行われています。 

地域が協力し除排雪作業を行う取組は、地域全体で雪害を防止するという意識の

高まりだけでなく、住民同士の会話・交流を生み、地域での互助や共助の意識の高

まりにもつながっています。 

 ○村山市 … 河島山地区における官民協働一斉除排雪 

○尾花沢市 … 除雪ボランティアセンターの常設 

○酒田市・鶴岡市 … 除雪を通した酒田市日向地区と鶴岡市三瀬地区の交流 

など 

雪による生活課題の克服が地域のつながりを深める 



153 

 

３ 安全・安心な地域づくりの推進 

 

（１）地域における自主的な防犯活動の推進                  

【（危機）くらし安心課、（健福）長寿社会政策課、障がい福祉課、（警察）生活安全企画課】 

 

■現状 

県民の日常生活に関わる犯罪を未然に防止するためには、警察の活動はもと

より、県民一人一人が防犯意識を持ち、県民、自治会・町内会、行政、警察な

どが一体となって、犯罪のない安全で安心な地域社会づくりに取り組んでいく

必要があります。 

○  県は、地域社会との連携・協働による犯罪抑止対策を推進するため、関係

機関や団体と連携し、重層的な防犯ネットワークの構築に取り組んでおり、

2017(H29)年 12 月末現在、県内における防犯ボランティア団体は、446 団体、

26,387 名を把握しています。 

また、防犯ボランティア活動等を促進するため、ホームページを活用した効

果的な防犯取組事例の紹介を行うとともに、犯罪の発生や地域の安全に関する

情報を電子メール配信システム「やまがた１１０ネットワーク」、交番・駐在

所におけるミニ広報紙等により積極的に提供しています。 

○ 県は、防犯ボランティア団体等に対し青色回転灯装備車の普及と青色回転

灯や各装備品の購入助成等の支援に努め、青色防犯パトロール活動による自

主防犯活動の活性化を推進しています。 

各地区の防犯協会や青色防犯パトロール隊、子ども見守り隊等の防犯ボラン

ティアが連携し、地域住民が安心して暮らせるまちづくりを進めています。 

また、明るいやまがた夏の安全県民運動（７～８月）、全国地域安全運動（10

月）、年末警戒強化旬間（12 月）を実施し、住民の協働による防犯活動への参

加を促進しています。 

○ 県は、高齢者や障がい者など防犯上特に配意を要する方が、地域において

安全で安心して暮らすことができるよう、訪問活動の実施や様々な広報媒

体・会合等を活用し情報提供を行うとともに、地区公民館が行う集会や研修

会等に講師を派遣する防犯出前講座を実施するなど犯罪被害の未然防止を図

っています。  

○ 市町村では、相談支援事業をはじめ、地域のネットワークを活用した障が

い者の見守り体制の構築など、地域の障がい福祉に関するシステムづくりの

中核的な役割を果たす協議の場として県内35市町村に地域自立支援協議会を

設置しています。 
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■課題 

○ 地域における自主的な防犯活動を推進していくためには、防犯ボランティ

ア活動の活性化が必要ですが、少子高齢化の進展や共働き家庭の増加に伴い、

地域で活動する防犯ボランティア等の担い手不足や高齢化等により、地域防

犯への取組が難しくなっています。 

○ 特殊詐欺の被害者の多くは高齢者で、県内においても依然として被害が後

を絶たない状況にあり、高齢者を狙った詐欺などの犯罪を未然に防ぐための

取組が必要です。また、少子高齢化の進展により人口に対する高齢者の占め

る割合が高くなることに伴う高齢者に対する虐待事案の増加が懸念されます。 

○ 障がい者の見守りについては、地域の関係者間の情報共有及び課題解決や

スキル向上のための事例検討会など相談業務の円滑化や資質向上を図る必要

があります。 

 

■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、防犯ボランティア活動を活性化させる

ため、「やまがた１１０ネットワーク」やミニ

広報紙、防犯ボランティア団体が開催する研修

会等を活用した積極的な情報提供、警察と防犯

ボランティア団体が協働したパトロール活動

を行います。 

生活安全企画課 － － 

県は、県内外における効果的、先進的な防犯

活動の取組事例を紹介するなど、活動内容の充

実に努めるとともに、青色防犯パトロール等の

効果的な防犯活動の普及に努め、地域おける自

主的な防犯活動を促進します。  

くらし安心課 

生活安全企画課 

－ － 

県は、事業所における防犯責任者の設置を促

進し、地域社会全体で規範意識を向上する活動

を推進します。 

くらし安心課 

 

－ － 

県は、地域住民や地域の身近な関係者による

見守り活動に加え、事業者やＮＰО、ボランテ

ィア等と連携を図るなど、子どもや女性、高齢

者等の安全を確保するための見守り活動を推

進します。 

くらし安心課 

 

－ － 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、電子メール配信システム「やまがた 

１１０ネットワーク」、交番・駐在所における

ミニ広報紙等を活用した積極的な情報提供や

地区公民館等が行う会合等に講師を派遣する

防犯出前講座の開催により、特殊詐欺を始めと

する新たな犯罪の手口についての周知や高齢

者等の防犯意識の高揚を図ります。 

生活安全企画課 － － 

県は、高齢者や障がい者等の虐待事案につい

て、認知次第速やかに市町村等に通報するとと

もに、事案の緊急性、重大性に応じ必要な措置

を講じます。 

生活安全企画課 － － 

県は、防犯ボランティアや民生委員等と連携

した広報啓発活動を実施し、高齢者等に対する

広報啓発活動を推進します。 

くらし安心課 － － 

県は、地域自立支援協議会の運営を支援する

とともに、地域住民や福祉関係団体と連携し、

地域における障がい者の見守り活動を促進し

ます。 

障がい福祉課 － － 
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（２）学校・通学路等における子どもの安全確保               

 【（危機）くらし安心課、（子育）子育て支援課、子ども家庭課、若者活躍・男女共同参

画課、（教育）スポーツ保健課、（警察）生活安全企画課】 

 

■現状 

○ 県は、防犯ボランティア等との協働による見守り活動や青色回転灯装備車

によるパトロール活動等を実施し、登下校時等の安全確保対策を推進すると

ともに、学校等関係機関と連携して、児童、生徒を対象とした防犯教室や不

審者対応訓練を実施しています。 

また、声かけ事案等が発生した場合に備えて、研修会の開催等による見守り

活動への支援を行っています。 

声かけ事案等が発生した場合には、学校等を通じたの迅速な通報のほか、電

子メール配信システム「やまがた１１０ネットワーク」やミニ広報紙等を活用

した地域住民に対する積極的な情報提供を行っています。 

○ 県は、防犯活動を実践している組織の代表者や大学教授等の有識者を講師

として招聘し、子ども見守り隊や青色防犯パトロール隊の従事者等の地域防

犯リーダーの育成と自主防犯活動の活性化を図るため、防犯指導者講習会を

開催しています。 

○ 学校では、学校ごとに定めている学校安全計画、危機管理マニュアルに基

づき、地震をはじめとする様々な自然災害に対応した避難訓練や防災教育の

実施、不審者対応訓練の実施、定期的な安全点検（校舎・施設設備）等の安

全管理を行い、適切な安全対策を講じています。 

 

  ＜学校安全に係る取組状況（2017(H29)年度実績）＞ 

取組内容 
小学校 

（全 249 校） 

中学校 

（全 99 校） 

高等学校 

（全 51 校） 

特別支援学校 

（全 18 校） 

学校安全計画の内容の

検証 

実施率100％ 実施率 100％ 実施率 100％ 実施率 100％ 

危機管理マニュアルの

検証 

避難訓練の実施 

安全点検 

（校舎・施設設備） 

 

○ 子どもが被害者となる事件・事故が発生しており、県では、子どもの安全・

安心を確保するために、学校・家庭・地域が連携・協力し、地域ぐるみの学

校安全体制を整備推進しています。 
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＜地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■課題 

○ 県内の小学校区における通学路の安全点検を実施し、犯罪被害や交通事故

に遭わないよう危険箇所の改善に向けた対応を図っていく必要があります。 

○ 共働き家庭の増加に伴い、放課後児童クラブの利用等により下校や帰宅の

在り方が多様化し、保護者による見守りが困難となっているほか、地域で活

動する防犯ボランティアの担い手不足や高齢化が懸念されています。 

○ 児童生徒自身の危険予測・回避能力等の「主体的な行動」の育成を図るた

めに、安全教育（防犯・交通・防災）をより一層充実することや教職員の指

導力向上に取り組む必要があります。 

また、スクールガードリーダーや学校安全ボランティアの高齢化等に伴い、

新たな人材を確保することが困難な地域においては、見守りの空白域が生じる

ことが懸念されます。 

 

  

（人・日）

年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

人数 20 50 50 50 54 27 30 31 30 30 30 30 32 32

日数 89 70 75 75 118 50 45 42 46 45 45 45 42 40

※平成21年度は「子どものいのちを守る通学路の見守り活動推進事業」として実施

　・「学校安全巡視員」の配置による巡回活動

地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業

○「地域学校安全指導員」の配置と巡回指導
県内に地域学校安全指導員を配置する。地域学校安全指導員は、計画（要請も含む）により担当地域内の学校などに巡回
訪問を行い、各学校・地域における子ども見守り隊等の学校安全ボランティアの現状や課題を把握し、アドバイスや情報提供
を行い、効果的・継続的な安全体制作りを推進する。

地域学校

安全指導員

計画

（要請）

巡

回

＜担当小学校＞

《Ａ小学校》

学校安全ボランティア

《Ｂ小学校》

学校安全ボランティア

《Ｃ小学校》

学校安全ボランティア

・現状、課題の把握

・アドバイス、情報提供

・研修会への協力
《Ｄ小学校》

学校安全ボランティア
※担当学校数

１人複数校を担当

※学校安全ボランティア養成講習会

各学校は、必要に応じ講習会を開催する。

～配置数と活動日数～
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、県内の小学校区における通学路の安全

点検を実施し、登下校時等に犯罪被害に遭わな

いよう危険箇所の改善や防犯カメラ・防犯灯等

の防犯設備設置を促進します。 

生活安全企画課 － － 

県は、声かけ事案等の発生状況について関係

機関に積極的に情報提供し、防犯ボランティア

等による見守り活動を推進するほか、児童、生

徒、ＰＴＡ等地域住民に対する注意喚起を継続

して実施します。 

生活安全企画課 

若者活躍・男女

共同参画課 

－ － 

県は、児童、生徒を対象とした防犯教室や不

審者対応訓練を継続的に実施し、内容の充実を

図ります。 

生活安全企画課 － － 

県は、県内外における効果的、先進的な防犯

活動の取組事例を紹介するなど、活動内容の充

実に努めるとともに、青色防犯パトロール等の

効果的な防犯活動の普及に努め、地域おける自

主的な防犯活動を促進します。【再掲】  

くらし安心課 

生活安全企画課 

－ － 

県は、事業所における防犯責任者の設置を促

進し、地域社会全体で規範意識を向上する活動

を推進します。【再掲】 

くらし安心課 

 

－ － 

県は、適切な安全対策を講じるために、各学

校で定めている学校安全計画、危機管理マニュ

アルを適宜見直すよう働きかけます。 

スポーツ保健課 ○ － 

県は、安全教育（防犯・交通・防災）の充実

や教職員の指導力向上のために、「学校安全指

導者研修会」など教職員の研修機会を確保しま

す。 

スポーツ保健課 ○ ○ 
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項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、スクールガードリーダーや学校安全ボ

ランティアの人材を確保するために、学校安全

に関わる地域の方や各市町村教育委員会の学

校安全担当との連絡協議会等での情報交換や

学校安全ボランティア養成講習会への参加を

促進します。 

スポーツ保健課 ○ － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、学校安全の担当者会議等で、学校安全計画や危機管理マニュアルに

ついての情報交換を行います。 

○ 県は、安全教育における教職員の指導力向上のための研修会を開催します。 

○ 県は、スクールガードリーダーや学校安全ボランティアの人材育成のため

の講習会を開催するとともに、スクールガードリーダーの見守り活動等を支

援します。 

 

■数値目標 

項 目 
現 状 

2017(H29)年度 

中間年度 

2020(H32)年度 

目標年度 

2022(H34)年度 

学校安全指導者研修会の実施
回数 

１回 ２回 ２回 

【趣旨】安全教育の充実や教職員の指導力向上のために、教職員の研修機会を確保し

ます。 
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（３）消費者トラブルの防止                        

【（危機）くらし安心課】 

■現状 

○ 県や市町村の消費生活センター・消費生活相談窓口では、消費者からの商

品やサービスなど消費生活全般に関する相談を受けています。 

県の消費生活センターにおける相談件数は年間３千件程度で推移しており、

そのうち高齢者（65 歳以上）からの相談割合は増加傾向にあります。 

また、県の消費生活センターで発行する「消費生活センターニュース」や、

急増している相談事案など、県民に特に気を付けていただきたい注意喚起情報

等をホームページで提供しています。 

＜本県消費生活センターにおける相談件数＞ 

年 度 2014(H26) 2015(H27) 2016(H28) 2017(H29) 

相談件数 3,258 3,278 3,115 3,295 

うち高齢者（割合(%)） 629(19.3) 719(21.9) 666(21.4) 789(23.9) 

（注）高齢者件数は相談の当事者が高齢者（65 歳以上）であると判別できるものの件数 

 

 

○ 県では、県民からの依頼を受け、地域の公民館等において消費者被害の防

止などに関する出前講座を行っています。また、県民が消費生活に関する様々

な情報が得られる機会として、県内各地で年齢層に応じた消費生活講座を開

催しています。 

また、2017(H29)年度には、地域における消費者被害未然防止のための見守

り支援のため、介護サービス事業者等の協力を得て、介護サービス従事者、高

齢者本人とその家族に対して、見守りガイドブックや啓発リーフレット等を配

布しました。 

 

■課題 

高齢者人口の増加に伴い、高齢者を狙った悪質商法による被害の増加が懸念

されます。 

また、誰にも相談しないまま、繰り返し悪質商法の消費者被害に遭っている

と思われるケースも見られます。 

 

 

 

 

 

資料：県くらし安心課 
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■今後の推進方向 

項  目 担当課 
市町村 
支 援 

数値 
目標 

県は、「消費生活センターニュース」や消費

生活に関する情報を、ホームページ等で適時提

供します。 

くらし安心課 － － 

県は、老人クラブ、地域包括支援センター、

社協などの福祉関係団体と連携して、消費生活

出前講座の実施などにより啓発を進めます。 

くらし安心課 ○ － 

県は、市町村、警察、福祉関係団体と連携す

るとともに、民生委員や消費生活に関する県民

ボランティアである「消費生活サポーター」の

協力を得ながら、地域における消費者被害未然

防止のための見守り活動を支援します。 

くらし安心課 － － 

 

■市町村への支援 

○ 県は、市町村の消費生活相談や消費者教育・啓発の担当者向けの研修を継

続して実施します。 

 

 

 

  



 

◆ 取組事例紹介

県の消費生活セン

消費者教育推進員が地域

する出前講座を行っています。

ある消費生活

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

夫しています

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

えながら、わかりやすくお話しします。

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

り支援について重点的に説明しています。

学校に対しても出前講座を行って

活用促進を

 

 

 

取組事例紹介

県の消費生活セン

消費者教育推進員が地域

する出前講座を行っています。

ある消費生活

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

夫しています

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

えながら、わかりやすくお話しします。

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

り支援について重点的に説明しています。

学校に対しても出前講座を行って

活用促進を広報していきます

▲高齢者サロンでの出前講座

取組事例紹介８ 

消費生活出前講座

県の消費生活センターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

消費者教育推進員が地域

する出前講座を行っています。

ある消費生活サポーター

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

夫しています。 

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

えながら、わかりやすくお話しします。

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

り支援について重点的に説明しています。

学校に対しても出前講座を行って

広報していきます

高齢者サロンでの出前講座

消費生活出前講座

ターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

消費者教育推進員が地域の公民館等に出向いて消費者被害の防止などに関

する出前講座を行っています。また、

サポーターも講師として活動

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

えながら、わかりやすくお話しします。

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

り支援について重点的に説明しています。

学校に対しても出前講座を行って

広報していきます。 

高齢者サロンでの出前講座
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消費生活出前講座（消費生活センター

ターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

公民館等に出向いて消費者被害の防止などに関

また、消費生活に関する県民ボランティアで

講師として活動しています。

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

えながら、わかりやすくお話しします。 

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

り支援について重点的に説明しています。 

学校に対しても出前講座を行っており、今後、成年年齢の引下げ

 

 

 

 

 

 

 

高齢者サロンでの出前講座 

 

 

 

 

 

 

消費生活センター

ターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

公民館等に出向いて消費者被害の防止などに関

消費生活に関する県民ボランティアで

しています。

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイン

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

 

、今後、成年年齢の引下げ

▲老人クラブ

消費生活センター） 

ターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

公民館等に出向いて消費者被害の防止などに関

消費生活に関する県民ボランティアで

しています。 

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明や

の鑑賞のほか、悪質業者に扮した寸劇（ロールプレイング）や替え歌等も交

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

、今後、成年年齢の引下げ

老人クラブへの出前講座（寸劇）

ターでは、県民からの依頼を受けて、消費生活相談員や

公民館等に出向いて消費者被害の防止などに関

消費生活に関する県民ボランティアで

講座の内容は、参加者の年齢などに合わせて、効果的なものとなるよう工

高齢者には、悪質商法の手口を知ってもらうため、資料での説明やＤＶＤ

グ）や替え歌等も交

民生委員や福祉支援員等の指導者を対象とする講座では、高齢者等の見守

、今後、成年年齢の引下げも控え
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