立川市は「男女平等参画基本条例」を制定しています

新しい生活文化を発信する

この印刷物は再生紙を使用しています

30

●応募のきっかけは？

お料理をすることがとても

た︒

ところ︑今回のコンテストを

知り︑応募しました︒

ウム不足が気になる中高年に

を使うので︑若い人やカルシ

シンプルにしました︒チーズ

まみを生かすため︑味つけを

●接戦だった最終選考会

した︒

現し︑画期的な事業となりま

者・商業者の三者の連携が実

わり︑初めて消費者・農業

コンテストには 件のレシ

30

もオススメです︒

●コンテストの感想を

ピ︵応募者 名︶が集まりま

選考に残り︑審査員が見守る

応募した時は︑最終選考ま

それが最優秀賞に選ばれるな

中︑アイムの料理実習室で腕

で残れると思いませんでした︒ した︒その中から６名が最終

んて︑うれしいです︒

をふるいました︒

27

﹃ 我が家のトマト料理コンテスト ﹄

立川市消費者団体連絡会

●受賞作品は︑どんな料理？

︵以下︑消団連︶は︑設立

好きです︒普段から︑素材を

11

周年を記念し︑﹃我が家のト

受賞した作品﹁トマトとう

今回︑立川室︵むろ︶うど

コンセプトは︑﹁誰でも作

マト料理コンテスト﹄を実施︒ 決め︑何種類ものお料理を試

特産のトマトとうどを使った

のことを知り︑直売所で購入

れる︑作ってみたくなるトマ

どの立川グラタン﹂は︑立川

料理です︒まず︑うどを軽く

して練習しました︒これから

ト料理︒オリジナリティやア

日︑ 作したりして楽しんでいまし

すが︑立川市は農業が盛んで︑ いため︑薄切りにしたトマト

も直売所を利用しながら︑立

イデアに富んでいるもの﹂︒

みんなで減らそう
燃やせるごみ減量50%

その最終選考会が７ 月

の上に乗せ︑塩・コショウで

川産野菜で新しいメニュー作

次々と仕上がった料理はトマ

10

女性総合センター・アイムで

地場野菜が豊富です︒せっか

味付けし︑アンチョビ︑チー

りに挑戦してみたいと思って

23

No.
26

他市から転入してきたので

は﹁トマトとうどの立川グラ

くなので︑豊富な立川産の野

ズをのせて︑オーブントース

︶﹂は︑次の市民編集委員と助言者の
情報紙﹁アイム︵
企画・編集でお届けしました︒
鈴木洋子・武江俊江・玉井公子・富永文子・OJ ︵敬称略︶
︹助言者︺原和美
次号︵
︶は︑平成 年3月 日発行予定です︒

No.
27

開かれました︒

タン﹂を作った母袋恵さん︒

菜を使ったレシピを考えてみ

トの新しいおいしさに出会え

■審査委員長の須田享子氏

30

見事︑最優秀賞に輝いたの

さっそく母袋さんにインタ

います︒

今回のコンテストは︑昨年

︵須田料理学校校長︶の講評

検索
a.lg.jp/

るものばかり︒しかも 分以

消団連は︑消費生活の向上

からの﹁トマトの特産化事

家庭でそろう材料で作れ︑

立川市ホームページ

http://www.city.tachikaw

内にでき上がる手軽さも魅力

のため︑アイムを拠点に︑環

業﹂の一環として︑立川産ト

詳しくは、
ホームページをご覧ください。

的でした︒

境や食など暮らしについて︑

【不用品交換情報】
【衣類のリフォーム相談】
【おもちゃの病院】

消費者と農業者の連携から
生まれたコンテスト

啓発活動を行っている団体の

市は、平成22年度から26年度までの5年
間を計画期間とする第3次基本計画を策定し
ました。
今、地方自治体には、消費者被害の相談・
救済を支援する担当窓口の充実や、被害情
報・事故情報を集約して迅速に提供するシス
テムの確立など、国との役割分担に基づき、
消費者施策の強化が求められています。
経済不況を反映した多重債務者の増大、
次々と手口を変える詐欺行為など、消費者を
取り巻く新たな課題の発生に伴う相談の増加
が見込まれることから、消費者への周知活動
や教育のさらなる推進を図ります。
また、相談機能の強化による消費者被害防
止の取り組みを進めます。
具体的には、消費生活相談全体に対する被
害防止の割合を図る指標として、消費生活相
談解決率を設定します。現状の解決率（平成
21年度は90％）の5ポイント増（平成26
年度は95％）を目指します。

マトのおいしさを知ってもら トマトのうまみを良く引き出
い利用の拡大につなげたいと︑ した料理ばかりで︑最優秀賞

「借金くらいで死ぬな！」
と励ます友人に出会う

相談機能の強化による
被害防止の推進

集まりです︒従来から︑農業

取り立てが止む
自己破産を
勧められ、
裁判所に申請

生 活 安 全 課

を決めるのが難しかったです︒

自己破産の
裁定が下り、
免責決定が
でる

消団連がこれまで交流を深め

借金整理を
してもらい、
借金を圧縮
して返済

の現場を知り︑消費者と生産

主要なテーマ

悪徳な弁護士に
ひっかかる

きびしい取り立てやふくらむ借金に
耐えられず もう、夜逃げか
自殺しかないと思い詰める

立川市第5次男女平等参画推進計画の体系図

借金
おまとめ
一本化！

電車の広告等
見極めが大切

男女平等参画社会の実現
ワーク・ライフ・
バランスの推進

B金融

Cクレジット

その金利のために次々と
消費者金融をはしご

必要に応じた
市の窓口を
紹介して
もらう
弁護士を紹介
してもらう

Aローン

人口減少と少子高齢化が進行する社会環境
の変化の中にあって、男女平等参画施策の意
義はますます大きくなっています。
男女が互いの人権を尊重し、平等に、豊か
にいきいきと暮らす男女平等参画社会の実現
を目指します。
計画は、男女共同参画社会基本法第14条
で定める「市町村男女共同参画基本計画｣、
立川市第3次長期総合計画・第3次基本計画
の個別計画として、また立川市男女平等参画
基本条例第9条に基づき審議会の答申を得る
とともに、パブリックコメントを経て、策定
しました。
計画の期間は平成22年度から平成26年度
までの5年間です。

配偶者等からの
暴力の防止

消費生活センター
に相談

「トマトとうどの立川グラタン」

立川市第5次男女平等参画
推進計画を策定しました

男女平等参画
の推進

高額な利子のために︑
さらに借金を

臨時出費が
あって返済が
とどこおる

男女平等参画課

イベントやお店で料理を紹介

軽い気持ちで
キャッシング

ローン・借金・
クレジットに
頼らない生活を
取り戻す

母袋 恵（もたい めぐみ）さん

至新宿
至新宿

てきた農業者に提案し︑実現

ゴール

JR 立川駅

雇用の場における
男女平等参画の推進

ニコニコクレジット

きちんと返済するけど、
高額な金利にびっくり

至八王子

者が互いに理解し合うことを

でしょうか。気になるお金の問題を取材しました。

「我が家のトマト料理コンテスト」
最優秀賞を受賞

ビックカメラ

北口（歩行者デッキ）

し︑立川産トマトのおいしさ

を借りようと思っている方、借りてしまった方、立川市内でも多いのではない

曙橋交差点

目的に︑畑見学会︑野菜販売︑ したものです︒さらに審査委

施行されました。このご時世、
「ちょっとだし、すぐ返すし、何とかなる」
とお金

立川市
女性総合センター

映画館

をアピールして欲しいです︒

スタート

費者被害が大きな社会問題となっている中、６月には改正貸金業法が完全

高島屋

交流会などを行ってきました︒ 員にはレストランシェフも加

就職した
ては、買い
たい物も
一杯なのョ

最近、法律事務所の宣伝が増えました。多重債務などの金融に関する消

夫の入院費が
思ったより
高額で…
年金生活で
余裕がないし…

曙町
二丁目
交差点

噴水
たましん

多重債務にならない、くるしまないために

パレス
ホテル

伊勢丹

就職して作った
カードは、買い
物もできるし、
足りないお金も
引き出せて便利

市営
駐車場

立川北駅

業務悪化でまさか
のリストラ…
マジ、生活費
足りないでしょ

お問い合わせは、女性総合センターへ
☎042−528−6801
多摩都市モノレール

お金が足りない時、
どうしたらいい？

さっそくやってみよう
『お金と人生すごろく』

ターで焼きます︒トマトのう

9/25

ようと︑いくつか試していた

発 行 ／ 立 川 市 女 性 総 合センター
生 活 安 全 課・男 女 平 等 参 画 課
NO.26 〒１９０-0012 立川市曙町2-36-2
☎042-528-6801 FAX042-528-6805
2010（平成22）年
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e-mail:seikatsuanzen@city.tachikawa.lg.jp
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立川市ホームページ http://www.city.tachikawa.lg.jp/

ビューしてみました︒

今号の主 な内 容
2・3 面 岩重佳治弁護士（東京市民法律事務所）に聞く
／カードやローンの注意点／
4 面 立川・この人／インフォメーション

◆最優秀賞
トマトとうどの立川グラタン
◆立川のトマトはすごいぞ賞
とまとの嫁入り 沖縄編
◆立川のトマトおいしいで賞
立川トマトの長いもダンゴ
◆立川のトマト応援しま賞
サンラートマトうどん
◆立川のトマトおしゃれで賞
立川産トマトで！
『頑張ろうニッポン』
◆ファミリートマト賞
トマトとさけでチン

非正規・有期などの不安定

す︒

なってきていることがありま

入が得られる社会ではなく

低いではなく︑貸してくれる
なくなってきているなど︑日

きた企業の福利厚生が行われ

女性は職種が限られていた

が人を大切にしていく社会か

言えるでしょうか︒このよう

消費生活センター
で確実な相談

契約

書

生活をあきらめる必要はあり

質な業者が入っていたり︑弁

します﹂という広告です︒悪

約

規
員
会

ません︒助けを求め借金を解

護士や司法書士がきちんと対

ヤミ金

決することが大切です︒

されれば︑より詳細な相談に

センターから弁護士等が紹介

センターなどです︒消費生活

談窓口は︑各地域の消費生活

とって︑一番身近で確実な相

によっては免責許可決定があ

くこともありません︒︵職業

ありません︒職場に連絡が行

戸籍や住民票に載ることは

をしなくてよくなる制度です︒

等一定の債務を除いて支払い

もそれと無関係ではありませ

ことがあります︒自殺の増加

要以上に自分を責めてしまう

響で︑失敗した人たちが︑必

ですが︑﹁自己責任論﹂の影

ぜひ利用してください︒
ものです︒信頼できる窓口か
逆に気をつけてほしいのは︑ どうかを見極めて利用してく

どでもできる場合があるので

テラスや法律相談センターな

生活センターだけでなく︑法

無料相談は︑各地域の消費

合い︑生活再建にもっていく

人と話し︑時間をかけて話し

多重債務の救済は︑直接本

多重債務で困っている人に

など不適切な対応をしている

乗ってくれます︒
るまで資格が制限される場合
ん︒﹁一人で頑張って何とか

最近よく目にする﹁債務整理

応せず︑事務員に任せっきり

債務整理の
広告はよく吟味を

弁護士はまず︑債権者に連
があります︶︒選挙権もなく

する﹂ことは悪いことではあ

多重債務を抱えた人もそう

絡し︑すぐに取り立てや請求
なりません︒一度自己破産を

超える借金はできない

今回の﹁改正貸金業法﹂の
完全施行により貸金業者から
年収の３分の１を超える借金
が原則としてできなくなりま
した︵総量規制︶︒
金利規制の強化や過剰融資
の規制によってヤミ金融の利
用が増えるのではないかとい
う指摘もありますが︑多重債
務を抱えた人がサラ金などの
返済ができなくなった結果︑
ヤミ金に手を出すので︑多重
債務を減らすこと自体がヤミ
金を減らすことにつながりま
す︒
ただ︑一時的に窮地に立つ
人達をどうサポートするか︑
公的な窓口にどうつないでい
くかが重要になります︒
ワンストップ
救済をめざす

債務発生を予防できる社会の

安定にもつながります︒多重

もできるようになり︑社会の

能になれば︑滞っていた納税

早めの支援で生活再建が可

照︶︒

ています︵立川市は左図参

を作ろうという動きが出てき

﹁多重債務改善プログラム﹂

重債務者の生活再建を図る

機関が連携を取りながら︑多

法改正を機に︑行政の関係

ビスなどが求められています︒

生活再建をともに考えるサー

えた人のところへ出向いて︑

トップサービス﹂や困難を抱

の問題に対処する﹁ワンス

一つの窓口に行けばすべて

なっていました︒

多重債務者増加の要因とも

周知されていないことも多く︑

した︒また︑支援制度自体が

など利用しにくい面がありま

窓口を回らなければならない

ださい︒

ケースもあるようです︒

を止めることができます︒そ

自己破産は︑生活に必要な 他の負債を圧縮できる方法も
ものを除く資産を処分して免 あります︒
﹁助けて﹂
という
責許可決定がされれば︑税金
ことも大事

ただ寝て食べるだけでは人 どうか︑根本的な価値観を問
間らしい生活とは言えません︒ うていると言えるでしょう︒

債務の問題は︑私たちの社会

る被害者とも言えます︒多重

フティネットが弱いことによ

多重債務者は︑社会のセー

わってくる問題なのです︒

く︑人間の尊厳そのものに関

が足りないというだけではな

と考えています︒単に生活費

とが︑貧困の一番の問題点だ

に社会から排除されていくこ

人間らしい生活をしていると

なくなるとしたら︑その人は

進学をあきらめなくてはなら

い︑受けられる医療が違う︑

ば︑人との付き合いができな

お金がないことで︑たとえ

な存在として生きています︒

自分の価値を確認し︑社会的

た︑ひとり親家庭などへの公
的な支援の充実が必要です︒
クレジットやサラ金は︑そ
ういう社会情勢につけこみ︑
貧困層にターゲットをしぼっ
てもうけてきたわけです︒お
金に困っている人たちを救済
するどころか︑固定化してき
たとも言えます︒
貧困＝社会参加
できない？

人は︑社会に参加することで︑

﹁借りようかな﹂と思っていたら⁝

お金のこと︑
弁護士さんに聞いてみました

多重債務の
きっかけ
もともとサラ金やクレジッ
トでお金を借りる人たちはお

所に行くことが多いのです︒
本のセーフティネットはとて

金に困っている人たちです︒ 雇用の広がり︑さらには︑従
困っているから︑金利が高い︑ 来︑社会保障の一部を担って

今年の６月 日に改正貸金
の上限利率と利息制限法の制
り︑差別的な賃金で雇われて

も弱くなってきています︒

限金利の間のいわゆるグレー
いることも多くあります︒ま

業法が完全実施され︑出資法

ゾーンがなくなりました︒し
かしそれ以前は︑利息制限法
を上回る金利でも処罰規定が
なく︑法律を知らない借り手
に対して︑違法な金利がまか
り通っていました︒
もともとお金がないので︑
高金利ではすぐに行き詰って
しまいます︒借り手の返済能
力を無視した過剰融資が情況
を更に厳しくします︒そして
厳しい取り立てに耐えられず︑
その返済のために他の貸金業
者からまたお金を借りる︒そ

りませんが︑時には﹁助け

どこへ相談したらいいの？

年収の３分の１を

て﹂ということがより重要な
時もあります︒

立川市の場合

の繰り返しから﹁多重債務﹂
のうえで相談者のケースに応 することで︑借金をなくし︑
じて任意整理や自己破産など︑ 人間らしい生活の再建に取り
組むことができます︒

東京都の情報サイト
「東京くらしＷＥＢ」より転載しました。

におちいってしまうのです︒
どのような救済方法があるか

を送る権利が日本国憲法に

誰でも健康で文化的な生活

いては︑住宅資金特別条項を

よって保障されています︒

なお︑個人再生手続きにお

自己破産は最後の手段と言
利用することで住宅ローンを

﹁たかが借金﹂で人間らしい

をいっしょに考えます︒
われますが︑自己破産は︑生
支払って自宅を維持しながら

20.7

架空請求に関連した相談

10.4
9.9
6.2

19.5
14.4

男女

ギャンブル 教育
医療
資格取得 冠婚葬祭
遊興
飲食
交際
失業
転職
収入減
生活費

0

これまで公的な支援は︑手

構築が急がれます︒
立川市消費生活センターから予約

続きが面倒だったり︑複数の

場所 立川市女性総合センター5階
月〜金 9：00〜正午、13：00〜16：00
専門相談員による相談等（無料）

27.8

活再建の有効な方法です︒

市の窓口へ行く

多摩パブリック法律事務所
立川法律相談センター
法テラス多摩
四谷法律相談センター
神田法律相談センター
月〜金 立川市
土曜日 東京都
日曜・祝日 国民生活センター
受付時間 9:00〜正午
13:00〜16:00

法律専門家

消費者ホットライン
☎0570-064-370

立川市消費生活センター
☎042-528-6810
電話で相談

連絡
直接相談

35.2

背景にある
不安定雇用など

東京市民法律事務所
44.6

少なからぬ人々が︑多重債

手持ちのカードの枚数は少なくして、
しっかり管理する
遅れた場合の遅延損害金は高額です
キャッシングの金利は、実は年利20%
に近い高金利

カードの会員規約や、
ローンの契約書は、必ず良く
読んで理解し、保管しておく
こと
カードで買い物をするのは、借金と同じ

カードを他人に貸したり、
盗まれたりして不正使用
されても、カードの持ち主に
支払い義務があります
支払日はしっかりチェック
ショッピングの手数料、
キャッシングの利息がい
キャッシングの利息がいくら
くら
かかるのか確認しておく

借金返済のための借金は、
絶対にしない
購入しようとする商品や、
借りるお金は本当に必要か、
もう一度よく考える

岩重佳治 さん
弁護士
49.8

務で苦しんでいる背景には︑

カードやローンを利用する時の6ヵ条

「早期救済が、
社会の安定に
つながります」

立川市では、
「 多重債務対策庁
内連絡会」を発足させ、各課の連
携を図っていきます。住民税・市営
住宅家賃・出産費・保育料・就学費
用・給食費・介護保険料・国民年金な
ど、複数払えずに困っている人を
見つけ、手助けをします。

64.9

普通に働けば︑生活できる収

未公開株に関連した相談

プロフィール
平成9年弁護士登録 東京弁護士会所属
多重債務問題・消費者問題を中心に活動
日弁連「貧困問題対策本部」委員
独立行政法人国民生活センター客員講師
獨協大学非常勤講師
さいたま市消費生活審議会委員
（財）消費者教育支援センター評議員

携帯電話で無料の小説を読もうとして、必要なパスワ
ードを得るために、携帯電話の番号や性別、誕生年の入
力後に確認のボタンを押したところ、出会い系サイトに
登録されてしまった。登録翌日に出会い系サイトの料金
請求メールが届き、退会を希望したが、支払い後でない
とできないと言われている。支払わなければならないか。
（契約当事者10歳代／女性）

〈借入れ目的の男女別構成比〉
％

一人で悩まず、まず電話！
金融商品やインター
ネット被害など、実際
に相談のあった事例と
対処方法、ミニ知識など
を掲載した「消費生活相
談事例集」を11月末ごろ
全戸配布する予定です。

平成21年度東京都消費生活総合センターで受付けた全
相談件数は、36,744件。前年度より4.2％の増。
○「高齢者」の相談件数が過去最高に。
○「未公開株」など高額な金融取引に関するトラブルが
増加。
平均契約金額は364万円。
○「架空・不当請求」の相談件数が、全相談件数の２割
を占める。

「最初からクレジットや
サラ金で借りようと
思っている人はいません」
以前に上場する予定の未公開株を勧められて購入し
たが、結果的に上場はされず、業者とも連絡不能になっ
た。その後、別の業者からハガキが送られてきて、78万
円振り込めば、以前購入した未公開株を買い取ると言う
が、信用できるか。
（契約当事者80歳代／女性）

50

「宝くじが当たったらうれしいと思いませんか」
と電話
勧誘の後、上司と二人で訪問。
ドアの外で30分程度話
し、原油に50万円投資することを応諾。翌日、車で迎え
に来て、事務所で口座開設書に署名した。その後、200
万円を借りるなどして、現在400万円投資。自分は株の
ようなものと思っていたが、契約後に先物取引だとわか
った。解約したい。
（契約当事者70歳代／女性）
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〜消費生活相談の
事例集配布〜

気をつけて！
こんなトラブル増えています

※日本クレジットカウンセリング協会調べ
をもとに作成。平成20年度、消費者が
クレジットやローンの目的として申告し
た事由。
（複数回答、上位3つの集計）

55.7

海外商品先物取引に関連した相談

今回お話をうかがった岩重弁
護士は、国民生活センターや自
治体などの講師経験も豊富で、
多重債務問題について私たちに
も身近な問題として、詳しくわか
りやすく説明してくださいました。
「お金がないことで社会に参加で
きない。そんな時、助けを求めれ
ば必ず解決できます。」

お知らせ

