
人 口 737,939人

高 齢 化 率 32.8％

面 積 4,146.8㎢

消費者行政担当職員数(消費生活相談員数を除く)：34人

センター名称 徳島県消費者情報センター

消費生活相談員数：８人 消費生活相談件数：3,048件
(平成29年度)

開 所 日
（祝日・年末年始除く）

週６日開所
（ 月・火・木・金・土・日 ）

設 置 年 月 日 平成29年12月20日

事 務 局
危機管理部消費者くらし安全局
消費者くらし政策課

構 成 団 体 数 36団体

設 置 要 綱 有り

※平成30年４月１日現在

地方公共団体の基礎データ

協議会の基礎データ

地方公共団体の紹介

設立会議の様子

徳島県

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

市町村の協議会や活動を支援

徳島県３．(１）とくしま消費者見守りネットワーク

４

四国の東部に位置し、東は紀伊水道に面し、北は香川県、南は高知県、西は愛媛県に接して
います。山地が多く、全面積4,146.8㎢のおよそ８割を占めています。
約400年の伝統がある「阿波おどり」や「阿波藍」などの文化を有し、吉野川、那賀川、四

国山地、紀伊水道を始めとする自然が豊かで、鳴門の渦潮や祖谷のかずら橋、大歩危・小歩危
などの観光資源が有名です。農畜産業（すだち、さつまいも（なると金時）、にんじん、阿波
牛、阿波尾鶏）や水産業（鯛・わかめ・鱧）などが盛んです。

たい はも

お お ぼ けい や こ ぼ け



全国の消費生活センターには、架空請求詐欺やリフォームの契約トラブル等に関する高齢者
からの相談が多数寄せられており、さらに、だまされたことに気付かない、身近に相談できる
相手がいないといった場合があるため、潜在的な被害も多く存在していると考えられます。
そこで、本県では、どこに住んでいても質の高い相談が受けられるよう消費生活センターの

設置を進め、平成29年度には全市町村（広域連携を含む）に消費生活センターが設置されまし
た。
一方で、徳島県は全国より高齢化が進んでおり、高齢者を見守るための更に踏み込んだ支援

が必要であり、平成31年度末までに全市町村に消費者安全法に基づく協議会の設置を目指し、
各市町村・各地域での取組をサポートするための「とくしま消費者見守りネットワーク」を立
ち上げました

設置の背景

新規消費者くらし政策課（消費者行政部局）が中心の組織

構成員について

５

平成29年7月に「消費者行政新未来創造オフィス」が設置され、「地方消費者行政強化作
戦」の「見守りネットワーク構築」をモデルプロジェクトの一つとして業務を開始したことか
ら、これを支援する県の組織として、保健福祉部と連携してタスクフォースを立ち上げました。
市町村での高齢者等の見守りについては、福祉部局を中心として様々な取組が行われており、

新たに消費者被害防止等を業務に加えることや新たな組織を立ち上げるには、市町村への制度
等の丁寧な説明が必要であり、タスクフォースを中心に設置に向けて協議を行ってきました。
その結果、市町村の協議会設置を進めるためには、新たに県内関係機関・団体と連携した協

議会が必要と判断し、消費者くらし政策課を事務局とする「とくしま消費者見守りネットワー
ク」を新規に立ち上げました。

◆選定のポイント
県保健福祉部と協議し、高齢者等の消費者被害の防止に実質的に御協力いただける団体や、

構成団体になり得る団体等の上部組織など、幅広い分野から選定しました。
また、市町村が協議会を設置するに当たり、団体等の窓口紹介の要請や、「管轄区域で複数

の店舗がある団体の核となる連絡先を知りたい」等の問合せにも対応することができるように
しています。
なお、教育委員会、保健福祉部の関係課は、事務局の構成団体に含まれています。

◆参画依頼時の構成員の反応
構成員が訪問時に消費生活上のトラブルに気付くときがあるので、相談先が明確になること

はありがたいとの意見も頂き、特にどこからも反対されることもなく参画いただけることにな
りました。
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８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

４月から課内協議、庁内タスクフォースへの説明、合意形成（会議で説明、合意を得る等）

既存のネットワークの洗
い出し、市町村への効果
的なアプローチ方法を課
内で検討

11月から設置要綱案の作成

11月下旬から関係団体への制度説明、
合意形成（各団体に対して局長・次長
等が個別に訪問等）

見守りネットワーク内の情報
共有の確認

12/20

12月

スケジュール

個人情報の取扱い 無し

見守りネットワークイメージ図

とくしま消費者見守りネットワーク

「消費者庁イラスト集」より

高齢者・障がい者等

市町村での
設置支援のための
情報共有・連携

医療関係

事務局：
（消費者くらし政策課）
事務局関係機関：
（保健福祉部関係課、

教育委員会）

本ネットワークの設置目的は、市町村における協議会構築等の支援及び構成団体と連携した
周知・啓発活動等のため、現時点では個人情報を取り扱うことは想定しておりません。
ただし、構成団体間での情報共有（構成団体から警察・消費者情報センターへの相談・通報

等）については、今後検討が必要であると考えています。
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構成員の主な内訳（全36構成員)

３
７
２
３
０
15
３
３

【消費者関係】
【福祉関係】
【医療・保健関係】
【警察・司法関係】
【教育関係】
【事業者関係】
【その他民間団体】
【その他行政関係部局等】

消費者関係

警察・
司法関係

事業者関係

福祉関係

その他民間

その他行政
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苦労した点・工夫した点 など

市町村が協議会を設置する際に、地域の実情に応じた多様な構成員に参加していただけるよう、
県協議会の構成員として、県内で活動する幅広い分野の団体に対し、網羅的に参加依頼を行いま
した。
その結果、防災、医療福祉、金融、運輸・流通等の事業者、司法など多種多様な関係団体に参

加していただくことができたため、市町村は県協議会の構成員を参考にして、自らの実情に応じ
た協議会のメンバーを検討することができるようになりました。
さらに、県協議会の構成員から各市町村の下部組織へ事前に働き掛け等を行うことにより、市

町村の参加依頼に係る負担を軽減したため、市町村での協議会設置を促進することができました。

◆今後の活動
・年１回程度、定例会議を開催し、情報交換や協議を行います。
・月２回程度、メールマガジンを配信し、国民生活センターが発行している「見守り新鮮情報」
やその他の見守りに関する情報提供をします。

・消費者問題に関する啓発チラシやグッズを作成し、構成団体を通じて、その下部組織等へ周
知・啓発を行います。

⇒構成団体からの申入れにより、既に啓発チラシを活用した周知・啓発を始めています。
【例】
○高齢者宅への配達の際に、啓発チラシを配布。
○新聞の折り込み紙面に周知啓発の記事を提供。

課題
県内の全市町村に協議会を設置するという目標を達成した後、県協議会の活動をどのように

位置付けるのかを検討しています。
また、市町村の協議会が実効性のある活動を継続できるよう、引き続き情報提供等の支援を

行う必要があると考えています。

担当者の声

今後の活動・課題 など

７

平成29年度末、県下全域で質の高い相談を受けられる体制が整ったことから、消費者被害を
更に防止するための消費者安全確保地域協議会を、平成31年度末までに全ての市町村で整備す
ることを目標に、現在取り組んでいます。
市町村担当者と協議する中で、高齢者等の福祉関係の見守りについては、地域包括支援セン

ターや、民生委員・児童委員など関係団体が既に実施しており、加えて、消費者被害防止を福
祉部局の業務とすることには難色を示す市町村が多くありました。
現在、市町村担当者への丁寧な説明により、各市町村での取組が進んでいますが、今後は立

ち上がった組織で高齢者等の見守りが継続的に行われ、消費者被害が無くなり安全で安心な生
活が送れる社会を目指します。
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とくしま消費者見守りネットワーク設置要綱

（設置）
第１条 高齢者・障がい者等の消費者被害防止を図るため、市町村等が行う見
守りネットワークの構築や見守り活動に対し、積極的に協力・支援すること
を目的とした「とくしま消費者見守りネットワーク」（以下「消費者見守り
ネット」という。）を設置する。

（構成機関）
第２条 消費者見守りネットを構成する機関（以下「構成機関」という。）は、
別表に掲げるとおりとする。
２ 構成機関には、消費者見守りネットの目的に賛同する機関や団体等を加え
ることができる。

（消費者安全確保地域協議会）
第３条 消費者見守りネットは、消費者安全法（平成21年法律第50号）第11
条の３第１項の規定による消費者安全確保地域協議会とする。

（活動内容）
第４条 消費者見守りネットは、次の各号に掲げる活動を行う。
① 消費者被害の現状や対策等に関する情報の収集及び分析
② 市町村等での見守りネットワークの構築や活動に対する支援
③ 構成機関が行う消費者教育や啓発活動への支援
④ その他、消費者被害防止のため必要と認められる活動

（座長）
第５条 消費者見守りネットに座長を置く。
２ 座長は、徳島県危機管理部消費者くらし安全局長とする。

８
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（定例会議等）
第６条 消費者見守りネットの定例会議を毎年１回開催する。
２ 消費者被害の拡大防止又は未然防止など、必要がある場合には、臨時会議を開
催することができる。

３ 会議は座長が招集する。

（事務局）
第７条 消費者見守りネットの事務局は、徳島県危機管理部消費者くらし安全局消
費者くらし政策課におく。

（秘密保持義務）
第８条 消費者見守りネットの構成機関、事務に従事する者又は事務に従事してい
た者は、活動及び事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（実施細目）
第９条 この要綱に定めるもののほか、消費者見守りネットの運営その他の必要な
事項は、座長が別に定める。

附 則
この要綱は、平成29年12月20日から施行する。

９
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とくしま消費者見守りネットワーク 構成員一覧

団体名
県民
地域

1 公益財団法人徳島県老人クラブ連合会
2 公益社団法人徳島県防犯協会
3 特定非営利活動法人徳島県消費者協会
4 徳島県消費者団体連絡会
5 徳島県生活協同組合連合会
6 生活協同組合とくしま生協

防災 7 徳島県自主防災組織連絡会
医療
福祉

8 一般社団法人徳島県医師会
9 公益社団法人徳島県看護協会

10 特定非営利活動法人徳島県介護支援専門員協会
11 徳島県ホームヘルパー協議会
12 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会
13 徳島県民生委員児童委員協議会
14 社会福祉法人徳島県身体障害者連合会
15 社会福祉法人徳島県手をつなぐ育成会
16 徳島県精神障害者家族会連合会

金融 17 株式会社阿波銀行
18 株式会社徳島銀行
19 徳島県信用農業協同組合連合会
20 徳島県信用金庫協会
21 日本郵便株式会社徳島県内の郵便局

運輸 22 一般社団法人徳島県トラック協会
流通 23 ヤマト運輸株式会社徳島主管支店

24 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
25 株式会社ファミリーマート
26 株式会社ローソン

報道 27 四国放送株式会社
28 一般社団法人徳島新聞社
29 日本放送協会徳島放送局

司法 30 徳島弁護士会
31 徳島県司法書士会

警察 32 徳島県警察本部
行政 33 徳島県市長会

34 徳島県町村会
35 四国財務局徳島財務事務所
36 徳島県危機管理部消費者くらし安全局

別表
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