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消費生活マスターの概要 

１．消費生活マスターとは 

消費生活マスターとは、多様化・複雑化する消費者問題に対応するため、法律や経済を

はじめとした 100時間にも及ぶ養成課程「神戸コンシューマー・スクール」を修了した消

費者問題の解決方法の提案ができる人材です。 

 

２．神戸コンシューマー・スクールとは 

平成 21年度から平成 25年度までの期間、消費生活専門相談員等の資格を有する人や、

企業において消費者問題に実務経験を持っている人を対象に、情報・人的交流を図りなが

ら、消費者問題の社会的解決を提案できる力を養成し、134 名の「消費生活マスター」を

輩出しました。 

 

３．修了生 

合計：134名 

（内訳：1期生 30名、2期生 29名、3期生 29名、4期生 28名、5期生 18名） 

 

４．消費生活マスターの主な活動 

活動の種類 活動内容 

ゲストティーチャー 

小中学校スマホ講座、中学校・高等学校への出前講座、地域

団体等への出前講座、大学における体系的な消費者教育、消

費生活講座 

「KOBEくらしのレポート」連絡会 くらしのレポート記事執筆（毎月） 

「婦人神戸」執筆活動 「消費生活マスター通信」記事執筆（年９回） 

研究会活動 
法律問題研究会、ネット社会研究会、マネープラン研究会、

CEP（Consumer Education Project）、介護問題研究会 
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活動報告 １ 

活動名称： ゲストティーチャー  

               

１．活動内容 

活動内容 対象 延べ講師数 

小中学校への出前講座（スマホ講座）：24校 3,164名 24名 

中学校・高等学校等への出前授業：4校 556名 7名 

地域団体等への出前講座：31回 729名 31名 

大学における体系的な消費者教育：6回 542名 6名 

 

（１）小中学校への出前講座 「あなたのスマホ、だいじょうぶ？」 

「個人情報とは」「ネット利用のエチケット」「オンラインゲームの高額課金トラブル」

「ネットいじめ」など、インターネットを利用する際の注意点について、小中学校からの

依頼に応じてスマホ講座を実施しました。 

  月日 学校名 月日 学校名 

4/22 こうべ小学校 7/19 春日台小学校 

4/30 西舞子小学校 7/21 本庄中学校 

5/14 板宿小学校 10/15 鈴蘭台小学校 

5/25 宮川小学校 10/28 井吹東小学校 

5/28 須磨北中学校 11/10 ひよどり台小学校 

6/3 灘小学校 11/30 鵯台中学校 

6/16 山の手小学校 12/3 長峰中学校 

6/18 北須磨小学校 12/16 東垂水小学校 

6/28 糀台小学校 12/17 名倉小学校 

7/7 長坂中学校 1/17 東須磨小学校 

7/14 広陵中学校 1/18 池田小学校 

7/16 東灘小学校 3/4 小部東小学校 

 

（２）中学校・高等学校等への出前授業 

月日 学校名 テーマ 

9/13～17 六甲アイランド高等学校 貯蓄や金融資産等を含めた金銭教育 

10/4 湊川中学校 キャッシュレスの基礎知識 

11/29 青陽灘高等支援学校 インターネットトラブル・キャッシュレス 

11/29 神港橘高校 キャッシュレスの基礎知識 
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（３）地域団体等への出前講座等 

月日 依頼先 月日 依頼先 

4/1 高羽あんしんすこやかセンター 10/21 南須磨公民館 

4/22 篠原すまいるクラブ 10/26 葺合公民館 

5/18 神戸市立長田公民館 10/27 清風公民館 

6/18 泉台消費者学級 10/27 摩耶婦人会消費者学級 

7/13 本山中央消費者学級 11/10 垂水ふれあいのまちづくり協議会 

7/21 長田婦人会消費者学級 11/15 本山東婦人会消費者学級 

7/28 住吉婦人会消費者学級 11/18 本山南婦人会消費者学級 

8/16 本山東婦人会消費者学級 11/27 本多聞あんしんすこやかセンター 

8/25 神戸友の会垂水方面消費者学級 12/1 魚崎婦人会 

9/6 樫野台倶楽部 12/8 高倉台婦人会消費者学級 

9/14 池田婦人会 12/11 玉津婦人会 

10/1 灘中央婦人会消費者学級 1/8 本山南婦人会 

10/15 
生活協同組合コープこうべ第５地区本部 

コープくらしの助け合いの会 
2/17 神戸市婦人団体協議会 

10/15 東垂水公民館 2/22 摩耶婦人会消費者学級 

10/19 東川崎婦人会消費者学級 2/26 舞子ふれあいのまちづくり協議会 

10/21 神戸市婦人団体協議会 3/12 消費生活講座（介護問題研究会） 

 

（４）大学における体系的な消費者教育 

・関西学院大学「経済事情 E」：前期開講 履修者数 331名 

・神戸学院大学「現代の社会」：後期開講 履修者数 211名 

月日 学校・授業名 備考 

5/20 関西学院大学「経済事情Ｅ」（消費者トラブルの特徴） オンライン形式 

5/27 関西学院大学「経済事情Ｅ」（現代社会と消費者） オンライン形式 

10/4 神戸学院大学「現代の社会」（消費者トラブルの特徴１） オンライン形式 

10/25 神戸学院大学「現代の社会」（消費者トラブルの特徴２） オンライン形式 

11/8 神戸学院大学「現代の社会」（消費者トラブルの特徴３） オンライン形式 

12/6 神戸学院大学「現代の社会」（消費者トラブルの特徴４） オンライン形式 

 

２．今後の活動目標、取組み予定 

地域や学校等の依頼に応じて、講師派遣による消費者教育を行います。 
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活動報告 ２  

活 動 名 称： 「ＫＯＢＥくらしのレポート」連絡会  

                           

メンバー一覧：野田 ひな子（１期）、大東 昭美（２期）、森 美子（２期）、岡本 啓文（３期）、 

小角 裕美（３期）、冨岡 朝子（３期）、一ノ瀬 由美（３期）、浜本 久恵（４期）、 

前田 由美子（４期） 

 

１．活動内容 

「ＫＯＢＥくらしのレポート」連絡会グループは、2010年５月、コンシューマースクール第

１期終了後に結成され、以後、毎月１回（原則、第１土曜日の午前中）９名のメンバーで活動

しています。（令和２年度からは、新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑みて不定期開催）。 

奇数月には「※1あんしんすこやかセンター」より提供された情報から、偶数月には「※2神戸

市くらしのパートナー」の調査報告から、地域で起きている悪質商法や詐欺などの消費者トラ

ブルについて、消費生活マスター主体で傾向や内容の分析・協議を行っています。 

提供された情報以外にも、消費生活マスター自身の収集した情報も含め活発な意見交換を行

い、その中から各自がテーマを選択して、毎月発行の「ＫＯＢＥくらしのレポート」に載せる

記事を執筆しています。 

「ＫＯＢＥくらしのレポート」は、神戸市のホームページに掲載されるほか、神戸市内の区

民センター・公民館などの公共施設や「あんしんすこやかセンター」へも配布しています。ま

た、地域への出前講座や市社会福祉協議会等高齢者の見守り活動に携わる方々に共有するなど、

神戸市の消費者教育・啓発のために活用しています。 

 

※1あんしんすこやかセンター 

 「あんしんすこやかセンター」は「地域包括支援センター」の神戸市における愛称で、高

齢者の介護相談窓口です。保健・介護・福祉の資格を持つ専門の職員等を配置し、概ね中

学校区に１か所の割合で設置されています。 

※2神戸市くらしのパートナー 

神戸市から委嘱を受けた神戸市消費者協会会員 98名が、地域で生じている様々な消費者問

題についての情報提供や、市民と消費生活センターとの橋渡しを実施。 

 

２．今後の活動目標、取組み予定 

今後も、地域から収集した情報を基に「ＫＯＢＥくらしのレポート」をとりまとめ、このレ

ポートが消費者啓発に役立つ媒体となるよう取り組んでいきます。 
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＜令和３年度掲載記事一覧＞ 

掲載号 表紙テーマ 

５月号 「無料」「格安」のはずが高額に…排水溝や排水管の点検や洗浄の勧誘に注意！ 

６月号 「誰でも簡単に儲かる」～副業への甘い誘いにご用心～ 

７月号 通信販売には、なぜクーリング・オフ制度がないの？ 

８月号 一方的に送り付けられた商品はすぐ処分可能に！！ 

９月号 「火災保険を使って住宅の修理が出来る」と誘う住宅修理契約トラブルに注意！！ 

10月号 電力・ガスの変更、契約は慎重に！！ 

11月号 注意！還付金詐欺多発中！ 

12月号 「ポップアップ広告」を利用した詐欺・悪質商法に注意！！ 

１月号 過量販売（次々販売）に気を付けて！ 

２月号 増加中！『サブスク』トラブル！ 

３月号 それ…偽の通販サイトかも？極端な値引きの広告に飛びつかないで！ 

４月号 18～19歳が悪質商法のターゲットに！成年年齢引き下げで気を付けること 

 

－５－ 

「KOBEくらしのレポート」令和 4年2月号 「KOBEくらしのレポート」令和 4年3月号 
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活動報告 ３ 

活動名称： 「婦人神戸」執筆活動    

               

１．活動内容 

神戸市婦人団体協議会が毎月発行する機関紙「婦人神戸」に「消費生活マスター通信」

として、消費生活に関連する記事を掲載しています。 

令和３年度は、計９回記事を掲載しました。 

 

＜令和３年度掲載記事一覧＞ 

掲載号 テーマ 

４月号 新型コロナウイルスとフィッシング詐欺 

５月号 食品の安全に関する最近の動向 

７月号 エシカル消費 

８月号 海の豊かさを守ろう 

９月号 ネット世界の作法と落とし穴 

10月号 省エネルギーについて 

１月号 COP26が目指したもの 

２月号 ＳＮＳ上で表示される広告にご注意！ 

３月号 住まいの終活を考えてみませんか？ 

 

２．今後の活動目標、取組み予定 

今後も、「消費生活マスター通信」を通して、消費者トラブルの未然防止・消費者力向

上のための啓発を行います。 

 



活動報告 ４ 

活動グループ名： 法律問題研究会  

               

メンバー一覧：代表者 岡本 啓文（３期）、菅野 みき（３期）、萬代 淳子（５期） 

 

１．活動内容 

法律問題研究会は、2014年 4月から、主に毎月第 1土曜日に COINｓルーム」で定例会を

開催してきました。新型コロナの感染拡大により、安心安全に参集型の定例会の開催がで

きる時期を待っていましたが、不透明な状況が続くばかりでした。そこで、Zoomミーティ

ングで可能な活動を検討し、「今は学びの時期」と捉え、勉強会を行うことにしました。 

(1) グループ勉強会 

［勉強会のすすめ方］ 

①弁護士で構成する「消費者トラブル研究会」が作成した書籍「ケース・スタディ

消費者トラブル対応の実務」（新日本法規出版社が発行する加除式書籍）」から毎月

1 事例ピックアップし、各自どのような判断をするか発表しあう。このとき、市民

感情的なものでも大丈夫。 

②弁護士先生（執筆者）の考えを知る 

③各自、疑問に思ったこと等を話し合い、必要に応じて、追加の調査を行う 

 

小グループによる意見交換の結果と法律実務専門家の考えを照らし合わせること

で、私たちの思考能力を磨き、消費生活相談・啓発における活動の一助になると考

えます。よく「門前の小僧習わぬ経を読む」と言いますが、意味がわからなくても

形式的なことに慣れると言うことではなく、法律実務専門家の「考え方（思考方法）」

に触れることで、自らの思考方法の発展を図ることを本勉強会のねらいとしました。 

令和 3年度勉強会の内容（事例テーマ） 

事例(1)代金未定の売買契約は有効か 

事例(2)消費者契約法 3条の効果をどのように考えるか 

事例(3)暴利行為により金銭消費貸借契約は無効となるか 

事例(5)(6)(7)不動産販売会社の説明義務 

事例(8)代理人による契約 

事例(9)訪問販売におけるクーリング・オフの効果 

事例(10)消費された消耗品のクーリング・オフの可否 

事例(11)①キャッシュカードの不正使用 

事例(11)②名義貸し 

－７－ 



事例(12)外部委託業者の行為の損害賠償責任 

事例(13)提携ローン契約 販売業者の倒産で商品やサービスを手にしなかった

者に金融業者は貸金返還請求できるか 

［メンバーの感想］ 

●消費者契約法３条に規定されている事業者による「情報提供努力義務」は、「努力

義務」なので法的効果はないものと思っていた。 

しかし、法的効果がないのは取消権であって、「信義則」上の説明義務が事業者に認

められるのであれば、「不法行為」に基づく損害賠償義務が認められる場合があるこ

とを学んだ。また、不動産業者等が業法に反して信義則上の配慮義務を怠った場合

には、「債務不履行」や「不法行為」が成立する可能性もあることを学んだ。 

学んだことを糧に、法律の趣旨と事実に基づき、誠実に消費生活上の問題の解決に

とりくみたい。（事例(2)＜岡本＞） 

●お金に困った経営者の知人が 100 万円を月 2 割の利息で貸付をする事例。年利

240％は暴利として、契約自体無効なり 100万円を不当利得返還分として返金すれば

よいと考えたが、民法 708条の規定により、自ら不法なことをして招いた結果の復

旧に法が助力されず、返還請求ができなくなるということを学んだ。自分の想像し

た結果と法的根拠を比較することができ、より興味をもって勉強できました。（事例

(3)＜菅野＞） 

●パソコン教室の費用として教育訓練給付制度が利用できたはずなのに、事業者の

説明不足のため利用できなかったと損害賠償を裁判で争ったという事例です。たと

え少額でも裁判となれば、法律に当てはめて考え、多角的に検討して結果が導かれ

ます。判決に至った理由に、納得できるところ、疑問に感じるところがありました。

（事例(2)＜萬代＞） 

(2) 出前講座 

4年目の担当となる神戸学院大学における「現代の社会（消費者問題）」の第 2回

講義「消費者トラブルの特徴の理解（契約）」の依頼をいただきました。今年は、PPT

スライドに音声を加えた資料を作成し、Web 上で聞きながら学んでもらうスタイル

となりました。 

 

２．今後の活動目標、取組み予定 

 引き続き Zoomでのミーティング開催を継続する予定です。来年度は、書籍「これからの

消費者法 社会と未来をつなぐ消費者教育」を読んで感想を発表しあい、消費者法との新

しい向き合い方を考えたいと思います。また、事例研究として、サブスクリプション契約

のトラブル事例から契約の注意点を確認し、自らの知識をアップデートし、啓発活動へ活

かす方法についても検討する所存です。 

－８－ 
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活動報告 ５ 

活動グループ名： ネット社会研究会    

               

メンバー一覧：代表者 床谷 三鈴（３期）、小角 裕美（３期）、菅野 みき（３期）、                               

番田 晶子（３期）、山口 賀容子（３期）                                

 

１．活動内容   

ネット社会研究会は、“ネット社会における消費者問題”をテーマに 2012 年度から 10

年間継続して活動しています。インターネット上の新しいサービスや取引により生じてい

る身近な問題に焦点を当て、自ら体験し、経験者の話を聞くことで理解を深め、研究成果

を消費生活講座等で発表し、啓発活動につなげています。 

近年、インターネット上では活用可能な資産と、それを使いたい人等を結びつける「シ

ェアリングエコノミー」が急速に成長しています。シェアリングエコノミーでは、プラッ

トフォーム事業者を介して利用者と提供者がつながり、個人間取引が可能となります。私

たちは、シェアリングエコノミーの「フリマアプリ」や「民泊」「料理配達代行サービス」

など消費者としてどのように向き合うかを研究し、シェアリングエコノミーの一つとされ

る「クラウドファンディング」に注目しています。 

 今年度はコロナ禍のため、通常の研究会を行うことができませんでしたが、クラウドフ

ァンディングの仕組みを調べることから始めました。クラウドファンディングはインター

ネットを通じて不特定多数の人から小口の資金を集め、購入型・投資型など幅広い分野が

あります。消費者にとっては購入型（寄付型を含む）の利用が多いと考えられ、購入型（寄

付型を含む）に研究を絞りました。購入型のクラウドファンディングは実行者が起案した

プロジェクトに対し、支援者がお金を支援し、支援者はそのリターンとしてモノやサービ

スを得る仕組みです。寄付型は資金提供の対価はありません。 

更に、実際にクラウドファンディングで目的を達成した実行者に、ＷＥＢ会議システム

でインタビューを行いました。実行者サイドの貴重な経験談や具体的な利用方法を聞くこ

とができ、研究を深めることができました。 

  

２．今後の活動目標、取組み予定 

クラウドファンディングは、もっと身近になっていくと考えられます。支援につながる

一方、トラブルが生じている場合もあり、利用に際して気をつけることを提案し、クラウ

ドファンディングについてわかりやすい啓発活動につなげていきたいと思っています。 

また、クラウドファンディングだけでなく、プラットフォームが介在する取引に注目し、

ネット社会の新しいサービスを安全に安心して利用するため消費者の視線から研究してい

きたいと考えています。 



 

研究会活動報告 ６  

活動グループ名： マネープラン研究会   

メンバー：代表者 田村 泰造（４期）、一ノ瀬由美（３期）、岡本 啓文（３期）、 

小角 裕美（３期）、（森道子（３期））  

 

１.活動内容 

当研究会には、３期生４名と４期生１名の合計５名が参加している。 

今年度もコロナの影響で例会開催がほとんどできず、Ｅメール（随時）とＺＯＯＭ（月

に２回程度）で情報交換を行った。 

 今年度の主な活動成果は次の２点。 

①出前講座のためのモデルストーリー２本の作成 

 ・ライフプランを考えよう 

 ・若者と消費者トラブル 行動経済学から 

②六甲アイランド高校１年生、家庭科で 50分授業×２時間×９クラス 

・内容は、「家計」のやりくりや備えと「行動経済学」を踏まえたお金のトラブル回避

と成年年齢引き下げに伴う消費生活上の注意点 

・９クラスとハードなため、ゲストティーチャーの萬代淳子さん（５期）と森美子さ

ん（２期）に協力いただき、一ノ瀬、小角、萬代さん、森さんの４名で実施。Ｅメー

ルとＺＯＯＭを活用し、高校での講師経験のある萬代さんの提案を参考に、授業に

使うパワーポイントと教材プリントを作成。最終打ち合わせは対面で実施し本番に

臨む。各人の授業終了後、Ｅメールで情報伝達し、次の授業の改善に役立てた。 

 

２．今後の活動目標、取り組み予定等 

「Withコロナ」、「脱炭素」、新しい政権による「新しい資本主義」など、世の中は大き

く変わろうとしている。そのため情報を収集しライフプランへ反映させる必要性が十

分あると考えている。また、今後もお金に関するトラブル被害は多くなると予想され

ることから、次の課題を掲げて、研究を進めていく予定。 

・消費者はどう考え、どう行動すべきか。補足として、行動経済学+αの整理 

・国家財政（国のお金の出入り）を身近な問題としてとらえられるための研究 

また、「消費生活講座（マネー講座）」の開催と「出前講座」の教材作成にも取り組む。 

 ＜出前講座のテーマ＞ 

 ・自分らしく暮らすためのお金の話 

今後も当研究会は、家計防衛のためのマネープランに寄与したいと思う。 
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活動報告 ７ 

  

活動グループ名：ＣＥＰ（セップ） 

（Consumer Education Project／消費者教育プロジェクト） 

メンバー：代表者 森 美子（２期）、松岡 孝子（２期）、床谷 三鈴（３期）、                                         

 

１．活動内容 

私たちは、令和２年度からデジタル資産について取り組んできました。デジタル資産の

生前整理について考え、具体的な方法を調べていくことを目標にするなかで、今年度は、

「サブスクリプションサービスのトラブル」に焦点を当てて取り組むことにしました。生

前整理のためだけでなく、解約等でのトラブルが多いことから研究テーマに設定しました。 

新型コロナ感染状況の中、集合しての活動が難しく個々が分担しての活動となりました。 

（１）サブスクリプションサービスとは 

もともとは新聞や雑誌の定期購読を意味する言葉でしたが、最近よく目にするサブスク

リプションは、製品やサービスを一定期間利用することができる形式のビジネスモデルの

ことで、略してサブスクとも呼ばれます。 

「月額△△円で○○ができる」という形式で提供されるものが多く、「月額○○円で使い

放題」のようなサービスを指します。映像配信や電子書籍、音楽などのほか、洋服やバッ

グ、家具などのレンタル、宿泊施設、飲食店、美容院など様々な分野に広がっています。 

近年はおもに動画配信サービスや音楽配信サービスで知られ始めました。 

（２）サービス例（音楽動画配信サービスＡ社） 

３つの料金プランがあり、990円～1,980円までがあります。 

利用の流れ 

Ａ社トップページにアクセス→メールアドレスを入力→「登録を開始」をクリック→パス

ワードを設定→「視聴プランを見る」をクリック→３つの料金プランから選んで「続ける」

→支払い方法を選択（クレジットカード、デビットカード）、入力、「メンバーシップを開

始する」 

解約 

・A 社トップページでアカウント画面を開く 

・「メンバーシップのキャンセル」をクリック 

・解約説明を確認して「キャンセル手続きの完了」をクリック 

（３）トラブル事例 

 神戸市消費生活センターは、「令和３年 12月消費生活相談情報」でサブスクリプション

（サブスク）契約のトラブル相談が前年度を上回るとして情報提供をしています。 
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・事例１「無料のお試し動画配信サービスを利用、解約したつもりだったが、請求が続く」 

・事例２「質問サイト利用、会員登録され、月会費が請求された」 

サブスクリプション」に関する相談では、「音楽・映像配信」が最も多く、「専門家相談

等の質問サイト」「通販サイトの有料会員サービス」「洋服やバッグなどのレンタルサービ

ス」「電子書籍・漫画」などが相談の上位となっています。相談内容は、事例の他にも「解

約したいが、解約方法がわからない」「無料の期間中に解約ができなかった」「支払い方法

変更のため、一旦退会し、その後再度別のコースを契約すると２契約の料金の請求が続い

ている」などです。 

（４）神戸市消費生活センターのアドバイス 

・「無料体験」などの広告・表示をきっかけに利用申し込みをする場合は、契約条件をよく

確認してから利用しましょう。 

・利用していないサブスクリプションの料金を支払っていないか確認してみましょう。 

・「解約したつもりが、解約手続きができていなかった」というケースがあり、引き続き料

金が請求され、支払い続けていることもあります。 

・契約前に、退会（解約）方法について調べておくこと。 

・サブスクリプションを利用している場合は、リストを作成しましょう。 

以上のアドバイスに加え、消費者庁でもトラブルを回避するため、簡単に作り替えられ

るネットサイトの特性に合わせ契約画面をスクリーンショットで残すことなどを呼びかけ

ています。 

（５）今後の課題 

サブスクリプションの契約では、解約に関するトラブルが多くなっています。令和４年

６月に施行される「改正特定商取引法」で、消費者庁は、定期購入やサブスクリプション

を含めたネット通販などにおいて、契約内容や解約方法を分かりやすく表示することを事

業者に求めています。しかし、消費者にとって「契約は容易なのに解約手続きは困難」と

いった課題はなお残ると考えられます。 

 

２．今後の活動目標、取組み予定等 

サブスクリプションサービスが注目されるようになった背景としては、モノの所有から

利用へと変わってきたことが挙げられます。消費社会が成熟化していくなかで、安くて良

いモノがあふれるようになり、必ずしも高いお金を出して「買わなくてもすむ」ようにな

りました。高価なものの所有が必ずしもステータスではなくなる傾向にあります。また、

サステナブル社会を目指していくなか、消費者の価値観も変わりつつあります。サブスク

リプションの市場規模はますます拡大し、今後利用者が増えていくと考えられます。 

これからもサブスクリプションをはじめ、消費者の目線のわかりやすい表示や消費者に

とってどのような情報提供が必要か考え、問題提起していきたいと考えています。 
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活動報告 ８ 

活動グループ名： 介護問題研究会     

               

指導講師：筑波大学名誉教授 本澤巳代子 

甲南大学共通教育センター教授 冷水登紀代  

メンバー：代表者 冨岡朝子（３期）、重信理子、幸千尋（２期）、濵本久恵、森下雅子（４

期）、小笹淳、酒井恵理子、高松綾子、南畑早苗、山口順子（５期）                                         

 

１．活動内容 

 新型コロナウイルスの影響で対面での研究会が困難でしたが、オンライン（zoom）を活用し

て月１回の研究会だけではなく、ブックレット出版のためのチームミーティングも別途開催で

きました。ご多忙な中、研究会活動に参加し、ご助言だけではなく編集及び監修作業にご尽力

くださった、指導講師の先生方に心より感謝申し上げます。また、消費者教育アドバイザーの

荒木武文様、ならびに行政書士・社会福祉士の大戸道子様より専門性の高いアドバイスをいた

だきました。 

①研究会 

 原則、毎月第２土曜日午後の３時間を充てる研究会を、コロナの状況を鑑みながら 10 回実

施。チームミーティングは７回実施しました。オンラインにおいても、zoom のブレイクアウ

トセッションを活用したグループワークで、活発な話し合いが実現できました。 

②研究活動 

・ブックレット出版…２冊のブックレットを出版予定 

 高齢期の住まいに関する消費者問題、特にサービス付き高齢者向け住宅の研究を進める中で、

出前講座のアンケートに「できる限り自宅に住み続けたい」「先立つお金の問題を知りたい」と

の回答を多くいただきました。そこで、自宅に住み続けるための「高齢期の住まいとリスク」

と、高齢期のお金にかかわる「高齢期の住まいと財産を守る（仮）」の２冊のブックレットの執

筆を２チームで進めています。また、自宅に住み続けるためのリスクをチェックできる「高齢

期の住まいとリスクチェックリスト」を作成し、神戸市HPにアップしました。 

URL：https://www.city.kobe.lg.jp/documents/2351/sumaitorisukurisuto.pdf 

・講座受講…最新情報を収集するため様々な講座を受講 

 1）5/22（土）11時〜12時 コネット第 16回総会記念講演会 zoomでのオンライン講演会 

「消費者被害はなぜ防げないのか〜弁護士生活 38年からみえてくるもの〜」 

講師 国府泰道弁護士(消費者行政市民ネット代表・コネット理事) 

2）5/23（日）放映 NHKスペシャル 

「パンデミック激動の世界第１０回 迫る“介護崩壊” 新型コロナで揺れる 老後」 

3）1/25～7/31まで公開オンラインセミナー（公社）成年後見センター・リーガルサポート 
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「成年後見制度の未来 任意後見制度の利用促進と民事信託」 

4）8/22（土）14:00～17:00 zoom第 6回居場所サミット in 神戸  

「アフターコロナ時代に必要とされる居場所とは」 

5）11/6・11/20甲南大学公開講座 10：30〜11：30 対面式とオンライン 

「人生 100年時代 生から死までを明るくデザインするために」 

③啓発活動 

・出前講座…対面式で２回開催 

1）10/21（木）10：00～11：30 神戸市婦人団体協議会消費者問題実行委員会 45名 

「サービス付き高齢者住宅の住み替え方」 

2）1/19（水）10:00～12:00 園田学園シニアコースよもやま話の会 23名 

「高齢者向け住宅 どう探し、どう決める！ サービス付き高齢者向け住宅を中心に考える」 

・消費生活講座…昨年度と同様のハイブリッド形式で実施 

3/12（土）14：00～15：30 婦人会館（さくら）での対面とYouTube限定配信 

「高齢期の住まいとリスク～自宅に住み続けるために～」100名以上 

 

２．今後の活動目標、取組み予定等 

 研究会発足以来、令和４年度で第 100回を迎えます。引き続き研究を継続し、意見交換

しながら住まいの消費者問題を広く深めていきたいと考えています。 

 ①研究活動 

 ・ブックレットの出版…「高齢期の住まいとリスク」「高齢期の住まいと財産を守る

（仮）」の２冊を、2022年から順次出版していきます。 

 ・フィールドワークの再開… コロナの影響で中断を余儀なくされた、以前見学したサ

ービス付き高齢者向け住宅等の再訪問や、新たな住まいの見学等を検討します。 

 ・高齢期の消費者問題に関する最新情報の収集等… 社会の変化とともに新しい消費者

問題が生まれます。なかでも経済的な影響が大きい住まいの消費者問題について、

消費生活マスターとして最新情報を収集、分析して被害防止に役立てます。 

②啓発活動 

  ・出前講座…神戸市消費者教育出前講座一覧に掲載する「サ高住の住み替え方」の依

頼に応じて実施します。 

・消費生活講座…高齢期の住まいに関する講座は参加希望者が毎年 100名を超える関

心が高いテーマです。ブックレットのテーマで新たな講座を企画したいと思います。 

  ・地域への発信…研究テーマを地域に還元するための、居場所カフェ等での相談や寄

り添い支援を検討します。（消費生活ミニ勉強会やお喋り会等の企画・実施）  

・教材作成（プレゼン・動画等）…コロナでオンラインの需要が高まっていますので、

誰もが利用しやすい教材について検討し、出前講座等での活用を考えます。 

－１４－ 


