
 令和 4年度第 2回清瀬市消費生活センター運営委員会議事録  

 

 

《開催日時》令和 4年 11月 7日(月) 

午前 10時から 11時 10分まで 

《会  場》清瀬市消費生活センター4階 会議室 

 
《出席委員》       敬称略・名簿掲載順 

   

 吉田 徹    【学識経験者】 

目黒 かほる 【登録団体代表】 

池田 いづみ 【登録団体代表】 

雨宮  満  【公募による市民代表】 

東野 みどり 【公募による市民代表】 

宮崎 純   【東村山警察署生活安全課長代理】 

藤村 和志  【清瀬市生涯健幸部介護保険課長】 

高見澤 進吾 【清瀬市市民環境部長】 

池本 博恵   【清瀬市消費生活センター相談員】 

 

《欠席委員》 

林屋 創一   【登録団体代表】 

中鉢 雅子  【公募による市民代表】 

紅林 兼一  【清瀬市教育部参事】 

  

《事 務 局》 

      戸野 慎吾   【産業振興課長】 

相良 勝仁  【消費生活係長】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【委員長】 おはようございます。 

それでは、定刻となりましたので、 

「令和４年度第２回清瀬市消費生活センター運営委員会を開

催いたします。 

はじめに、資料の確認を事務局からお願いします。 

 

【課長】  それでは、事前にお送り致しました資料と本日机上にお配

りした資料の確認をさせて頂きます。 

≪事前に送付したもの≫ 

・次第 

・資料 1「令和 4年度上半期事業報告」 

・資料 2「令和 4年度下半期事業予定」 

≪机上に配布したもの≫ 

・東村山警察署生活安全課より情報 

・「自転車を守ろう」チラシ 

・清瀬くらしのハンドブック「物価と暮らし」 

・消費生活相談事例集（令和 3年度） 

 

以上 7点です。お手元に無い方はいらっしゃいませんか。 

 

よろしいでしょうか。資料の確認は以上です。 

 

【委員長】 それでは、次第に従い進行させていただきます。 

議題１ 令和 4 年度上半期事業報告について、事務局より説

明をお願いします。 

 

【事務局】 では、議題１の令和 4 年度上半期事業報告についての説明

をいたします。 

お手元の資料 1をご覧ください。 

番号１の施設利用状況から説明させていただきます。 

令和４年度上半期の施設利用状況ですが 

一般に貸出を行っている会議室・集会室・テスト兼調理室・

保育室については、利用件数が 274件、うち公用が 50件。 

利用人数が 2,244人うち公用が 490人。全体の稼働率は 12.6％

となりました。 

昨年度と比べて利用件数が増えているにも関わらず稼働率

が下がっていますが、これは昨年度の 5 月から 9 月にかけて

新型コロナウィルス感染拡大防止のため施設の貸出を一部停

止していた事により、稼働率を算出する際の全体コマ数が少



なかった為です。 

次に、消費生活センターの登録消費者団体に貸し出してい

るグループ活動室については、利用件数が 90件、利用人数が 

627人となっていて、昨年度に比べて大幅に増加しています。 

 

次に番号 2 生活用品活用情報の提供として実施している、

「さしあげます・ゆずってください」の事業ですが、 

この事業では、家庭で使わなくなった使用可能な日用品を

無料で譲り合い、資源の有効利用を図る目的で、市報の毎月

15 日号や市ホームページで情報提供をしていて、令和 4 年度

上半期の実績は「さしあげます」側の応募が 9 件。そのうち

成立したものが 3 件でした。成立したものの品目は、剣道の

防具、囲碁の碁盤、ランニングマシーンでした。 

「ゆずってください」の側では、応募が 5 件、そのうち成

立したものは 1 件でした。成立したものの品目は、卓上手織

り機でした。 

 

次のページ、番号 3「消費者教育及び啓発」の（1）と（2）

の講座については、参加定員を通常の半分の 20人とするなど、

コロナウイルス感染拡大防止対策をとりながら、消費生活講

座を 6回、東京都との共催講座を 1回実施しました。 

 

次の（3）消費者啓発冊子の発行ですが、清瀬市消費生活セ

ンターだより「ちえのわ」を毎年度 6月に 2,000部、9月に高

齢者見守り特集号を約 36,000部、市内全戸に配布しておりま

す。 

 

次に番号 4番の消費生活相談件数です。 

センターでは市民を対象に、契約トラブルなどに巻き込ま

れた時の相談を専門の相談員が受け、解決のための手助けを

しております。 

令和 4年度上半期の受付件数は 320件でした。 

 

次の番号 5 番高齢者見守り事業では、高齢者の消費者被害

を未然に防ぐことを目的として、６５歳以上の方が居住する

世帯に対し自動通話録音機の貸出を行っております。貸出窓

口は消費生活センター・防災防犯課・市内３か所の地域包括

支援センターの５か所で実施しており、令和 4 年度の貸出台

数は 50台でした。 



令和 4年度上半期の事業についての説明は以上です。 

 

【委員長】 議題１ 令和 4 年度上半期事業報告について、事務局より

説明がありましたが、これについて質問等はありますか。 

 

【事務局】 本日、消費生活相談員である池本委員が出席されています

ので、今年度の相談内容について委員の皆さんにご紹介いた

だければと思います。 

 

【池本委員】それでは令和 4 年度上半期の消費生活相談の内容について

説明をさせて頂きます。 

最も多く寄せられた相談は、インターネット通販に関する

相談で、その中でも偽サイトによるトラブルやダイエットサ

プリの定期購入に関する相談が多く寄せられました。 

以前からトラブルが多い「お宅の屋根瓦がズレている、壊

れている」と突然訪問をする点検商法についても継続して相

談が寄せられています。 

一方、夜中にトイレが詰まったなどの緊急事態において高

額な作業料を請求される、いわゆる「暮らしのレスキューサ

ービス」に関するトラブルが増加傾向にあります。契約の在

り方や業者の悪質性などから今後も増加していくのではない

かと危惧しています。 

上半期の相談についての説明は以上です。 

 

【委員長】 はい、ありがとうございます。 

      ただいまの説明について、何かございますか。 

 

【委 員】 夜中に排水が詰まったりすると大騒ぎになりますよね。 

実は、最近身内の自宅で台所の排水が詰まった事があって、

複数の業者に問い合わせたら金額がピンからキリで、結局は

10 万円近く払ったのですが、中には 12 万から 13 万とか、次

の日の昼なら安いとか、いろいろだった様です。 

 

【委 員】 始めは３万円とか５万円だったのに、作業が終わったら１

０万円以上請求される事とかが増えているって事でしょうか

ね。 

 

【委 員】 その業者が悪質かどうか見極めるにはどうしたら良いんで

しょうか。 



【池本委員】夜中に水のトラブルが起きたり、カギを無くしたなど、緊

急性のあるトラブルが起こった際に皆さんはインターネット

で業者を探すと思いますが、そこに表示されている広告の中

で、例えば「見積り０円」だとか、「出張料金０円」で「作業

代金３，０００～」だとか安い金額が書かれていて、それを

見て３，０００円で依頼出来るとは思わないが、そんなに高

額な代金は請求されないだろうと思って頼んだところ、実際

には十数万円の見積りが提示されて、急いでいる状況でやむ

を得ず承諾をしてしまうということがあります。 

 実際の相談では、その価格差や不意打ちでの契約である事

から、クーリングオフ制度が適用出来るという解釈を基に事

業者との交渉を行っています。 

 どの事業者が良いか悪いかというのは、実際に呼んでみな

いと分からないですが、事前に気を付けるポイントとしては、

安価な価格をインターネット広告で出している事業者には注

意が必要なのと、市内の事業者など顔の見える事業者から事

前に価格などの情報収集をするようにすると良いと思います。 

 

【委 員】 たしか、市で事業者を紹介する事が出来たと思いますが。 

 

【事務局】 登録事業者への斡旋事業を産業振興課で行っていますが、

緊急での対応は難しいので、池本委員の言う通り事前に情報

収集を行うのが良いと思います。 

 

【委 員】 夜中に市役所へ電話を掛けても、職員は不在のため夜間窓

口の担当者が対応しているが、例えば市内の事業者について

聞いても教えてはもらえない。 

 

【委 員】 消費者被害を減らす為にも、給排水などの事業者が当番制

で夜間の問い合わせに対応してはどうか。 

 

【委 員】 市役所の電話受付で、事業者を案内する内容のテープを流

すだけでも違うと思う。 

 

 

 

【委員長】 他にご意見などありませんか。 

では次に議題 2の令和 4年度下半期の事業予定について事

務局より説明をお願いします。 



 

【事務局】 議題 2の令和 4年度下半期の事業予定について説明をいた

します。 

お手元の資料 2をご覧ください。Ａ4横向きの両面印刷にな

っております。 

 

まず、おもて面の消費生活講座です。 

 本年度後半の講座につきましては、12月から 3月まで月

に 1度、3回の講座を予定しております。 

12月の講座では、自然由来の安全な素材を使ったアロマハ

ンドクリーム作りを予定しています。 

1月と 2月の講座では、高齢者が日常生活をおくる中で知っ

ておきたい情報を題材として取り上げた「終活講座」を行う

予定で、1月は「空き家問題」、2月は「墓じまい」をテーマ

に開催します。 

各回とも定員を 20名として、参加者に検温や消毒等のご協

力をいただきながら実施する予定です。 

次に東京都との共催講座についてです。 

快適な生活空間を維持する為の片付けのコツを専門家から

学ぶ機会として、講師を招き講座を実施する予定としていま

す。 

  

次に「消費者啓発冊子の発行」です。 

広報誌「ちえのわ」を 12月と 3月に発行し、自治会や公共

機関に約 2,000部配布する予定で、このうち 12月発行のもの

は創刊 100号目となりまして、消費生活センターの事業全般

について改めて周知をする内容を掲載する予定です。 

また、毎年度 3月に発行している消費生活相談事例集では、

清瀬市内で実際にあった相談を基に消費者被害の事例を紹介

しつつ、相談員からのアドバイスを掲載する予定となってい

ます。 

 

裏面に移りまして、 

「高齢者見守り講座」ですが、清瀬市高齢者ふれあいネッ

トワーク事業として地域包括支援センターとの共催で高齢者

の消費者被害を防止する為の講座を実施していて、今年度は

市内の民生・児童委員やふれあい協力員、一般市民を対象に、

被害の実例を挙げながら、被害防止のポイントなどについて

の講座を 10月に行いました。 



次に、第 43回清瀬市消費生活展です。 

この事業は、日ごろ消費生活センターを拠点に活動してい

る登録消費者団体との共催により開催しているもので、日常

生活における消費者問題について広く市民に周知し啓発を促

す事を目的に、その年度毎に決められたテーマに沿ったパネ

ル展示やリサイクルバザーなどと併せて講演会を行っていま

す。 

今年度は「物価と暮らし」をテーマに 10月 28日（金）と

29日（土）に開催しました。 

当日会場内にて「きよせくらしのハンドブック」を来場者

と参加者に配布しております。説明は以上です。 

 

【委員長】 議題 2 令和 4 年度下半期事業予定について、事務局より説

明がありましたが、これについて質問等はありますか。 

 

【委 員】 消費生活展は盛況でしたか？ 

 

【事務局】 28 日(金)の来場者が 46 人、29 日(土)の午前中の来場者が

19人でした。 

 

【委 員】 消費生活展で調理室を使わせてもらったのですが、二日間

連続で調理室を使用する場合には、一日目の使用後に流しな

どの清掃をしたうえで、鍋などの物品を一度持ち帰り、二日

目に再度持ち込んでいます。 

鍋などの物品は次の日まで調理室に置いたままには出来な

いでしょうか。 

 

【事務局】 流しの清掃など衛生面で必要な事はして頂くとして、物品

を調理室で一日保管出来るかについては検討したいと思いま

す。 

 

【委 員】 講演会を開催した際に、会場で参加出来なかった市民に対

しても講演内容を配信出来る様にする為に、館内の WI-FI 環

境を整える事を検討してもらいたい。 

 

【事務局】 消費生活センター館内の WI-FI 環境については、現在検討

しているところです。 

 

【委員長】 他にご意見などありませんでしょうか。 



それでは、議題 3 その他について 

東村山警察署生活安全課宮崎課長代理より東村山管内にお

ける消費者被害の現状等についての情報提供をお願いいたし

ます。 

 

【宮崎委員】それでは、東村山警察署管内における、特殊詐欺の発生状

況と、自転車盗難防止についてお話し致します。 

前回の会議から５か月が経ちますが、東村山管内の特殊詐

欺発生件数は倍増しています。 

清瀬市内の発生件数 22件のうち、キャッシュカード詐欺盗

が１７件でほとんどを占めています。 

キャッシュカード詐欺盗とは、犯人が警察官や銀行員など

を装いアポ電をした後に自宅を訪問し、暗証番号を書かせた

紙を封筒に入れさせた上で、その封筒に封をする為に被害者

が印鑑を取りに家の奥に行っている隙に封筒の中身をすり替

え、暗証番号を盗み取り、控えておいたカード番号と合わせ

て ATMで現金を引き出し盗む犯罪です。 

この犯罪を未然に防ぐには、まずアポ電に出ないことです。

電話に出てしまうと、言葉巧みに誘導されて被害にあうこと

になってしまいます。電話が掛かって来た時に、一旦留守電

に録音させて、後から留守電を聞いて内容を確認するように

して下さい。 

次に、自転車の盗難防止についてです。今年に入ってから

１０月２６日までの数字ですが、管内では２５６件の被害が

あります。去年は１年間で３０５件ですので、去年と同様の

増え方をしています。被害にあう場所は主に駐輪場や一戸建

て周辺ですが、中には自宅の敷地内から盗まれたケースもあ

ります。施錠が有る場合に比べ施錠無しの場合は被害件数が

倍になっておりますので、施錠することで被害の防止に効果

があることが分かります。自転車を停める時は施錠するよう

にお願いします。 

以上です。 

 

 

【委員長】 ありがとうございました。 

 

何かご意見はございますか。 

 

【委 員】 詐欺の被害についてですが、これは全て電話を使用した詐



欺でしょうか。よく自分のスマートフォンに国税庁や銀行を

名乗ったメールが届くのですが、そういったメールからの被

害はこの中には含まれているでしょうか。 

 

【宮崎委員】メールの内容によって、例えば還付金がありますといった

内容でしたら、還付金詐欺に該当します。 

 

【委 員】 詐欺にあわないようにする為の周知というのは、今はどう

されていますか。 

 

【事務局】 市報に月に一度、「消費生活相談の現場から」という記事を

掲載していて、市内で実際にあった消費者被害について、事

例の紹介とアドバイスを載せています。 

 

【委 員】 メールやインターネットを使った詐欺は増えていく一方だ

と思うので、そういった啓発を続けていってもらいたいと思

います。 

 

【委 員】 以前に、スマホに届いた詐欺メールについて警察に相談し

たら、詳しい状況を確認したいとのことで、警察官が自宅を

訪れて、その際にスマホの画面を確認していった事があった

のですが、そういった情報提供が被害の防止に役立つことは

あるのですか。 

 

【宮崎委員】届いたメールの画面には、犯人が使用している番号が記載

されているので、それを写真にとって後から電話事業者へ連

絡をしてその番号を使えないようにします。 

 

【委 員】 協力を呼び掛けるＰＲもした方が良いかも知れないですね。 

最近、廃棄物の収集車がオレオレ詐欺防止のＰＲ音声を流

しながら収集していて、広範囲に向かってスピーカーで流す

ものより聞き取り易くて良いなと思います。いろいろな広報

に活用出来ないかとも思います。 

 

 

【委 員】 自転車の盗難についてなんですが、施錠された自転車も盗

まれるようですが、盗んだ自転車はその後どうなっているの

でしょうか。 

 



【宮崎委員】その場で使うだけです。駅周辺などで盗んだ自転車を自分

の足替わりに使って置いていってしまいます。 

 

【委 員】 施錠されている自転車のカギを壊してまで持っていくには、

販売目的の場合などもあるのでしょうか。 

 

【宮崎委員】それは無いです。 

 

【委員長】 他に質問等ないようでしたら次の議題に移りたいと思いま

す。 議題 4 その他 について事務局から何かありますでし

ょうか。 

 

【事務局】 （事務局から今後の予定についてのお知らせ。） 

 

【委 員】 この運営委員会に、登録消費者団体連絡会の代表として出

席させていただいてますので、ここで登録消費者団体連絡会

の活動について報告をさせて頂きます。 

まず、６月の１０日(金)、１１日(土)にエコまつりを開催

しました。その中で１１日の午後１時３０分から食料自給率

をテーマに NPO 法人アジア太平洋資料センターの内田聖子さ

んを講師にお招きして講演会を開きました。 

１０月２８日(金)、２９日(土)の消費生活展では、２９日

の午後１時３０分より「物価と暮らし」をテーマに講演会を

開催したのと併せて、「きよせくらしのハンドブック」配布を

行いました。今後、２月頃にも講演会などを開催出来ればと

考えています。 

来年度の予定としては、今年度と同じく６月にエコまつり、

１０月頃に消費生活展の開催を予定しています。 

連絡会の中では、消費生活センターの WI-FI 環境の整備に

ついて、登録消費者団体連絡会から市への要望として挙がり

ました。 

それから、成人年齢が１８歳に引下げられた事で、責任を

伴う事もあるだろう事から、そういった内容の講演会や、市

内には専門性の高い大学が３校あるので、その専門性を活か

した講演会なども出来たらと考えています。 

また、家庭ごみの戸別収集を始めてみて、ごみの量に変化

があったのかなどが、話題に挙がっています。 

登録消費者団体連絡会からお伝えする事は以上です。 

 



【委員長】 ただいまの報告について、何かございますか。 

 

【委 員】 ごみの収集については、量が減ったり出し方が良くなった

などの変化はありますか。 

 

【高見澤委員】戸別収集が、令和２年１０月から始まっていますが、出

し方のルールについては、職員が直接説明出来ますので向上

していると認識しています。 

 

【委 員】 量は減ってますでしょうか。 

 

【高見澤委員】量の変化については、新型コロナウィルス感染拡大の影

響で在宅時間が増えるなど、戸別収集以外の要因も影響して

いると思われますので、比較がしづらい状況です。 

 

【委 員】 プラスチックごみがコロナの影響で増えているかが気にな

ります。 

 

【高見澤委員】毎年、市報の２月１５日号に廃棄物収集の特集記事を載

せています。市のホームページでバックナンバーをご確認頂

けますのでご利用下さい。 

 

【委 員】 長い間ごみの出ていない世帯があった場合などの情報はキ

ャッチ出来ているのでしょうか。 

 

【高見澤委員】連日ごみが出ていない世帯があった場合は、収集業者か

ら情報が入るようになっています。 

 

【委員長】 他に質問等ありますでしょうか。 

無いようでしたら本日の議題もすべて終わりましたのでこ

れをもちまして、閉会とさせていただきます。 

本日は、ありがとうございました。 


