
上板町

地方公共団体の基礎データ

協議会の基礎データ

設 置 年 月 日 平成29年12月18日
事 務 局 産業課
構 成 団 体 数 22団体（設立時21団体）
設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

※平成30年４月１日現在

上板町は徳島県中北部に位置します。北は阿讃山脈で香川県と接し、南は四国三郎（吉野川）
が流れ、良質な水と豊かな風土、温暖な気候に恵まれた、農産業を中心とした自然環境豊かな町
です。「阿波藍」や、高級和菓子用として全国的にも有名な「阿波和三盆糖」など、先人から受
け継いだ技術を後世へ伝えるべき伝統文化もあります。
農業中心の力強い産業振興と、居住環境の整備と健康づくりの諸施策を通して、安全で快適な

生活を目指し、また、心豊かな人間性を育むまちづくりを目指しています。

設立会議の様子

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

PTAを加え、全世代を対象に見守る

徳島県 上板町３.（２）上板町消費者見守りネットワーク推進協議会

人 口 11,689人
高 齢 化 率 34.4％

面 積 34.6㎢

消費者行政担当職員数(消費生活相談員数を除く)：１人

センター名称 上板町消費生活相談窓口

消費生活相談員数：１人 消費生活相談件数：139件
（平成29年度）

開 所 日
（祝日・年末年始除く）

週５日開所
（ 月・火・水・木・金 ）
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当町には、分野を越えて様々な団体が関わる広域の会議体が無かったため、産業課が中心と
なり、新規に協議会を設置することを決めました。

新規

◆選定のポイント
既に協議会を設置している隣町の構成員を参考としながら、当町にある福祉、教育分野など

多岐にわたる団体に声掛けを行いました。また、当町では「上板町PTA連合会」を加えている
ことが特徴の一つです。これは、中学生になるとスマートフォンを持ち始めるケースが多く、
子どもたちも消費者被害に遭う可能性がある実態を、大人がしっかりと認識し、周知しなけれ
ばならないという思いがあったからです。
その他の特徴としては、産業課（行政）だけで検討した構成員で設置を進めるのではなく、

準備会で出た意見を取り入れて構成員を追加しました。具体的には、構成員から「住民に近い
存在である防犯推進組織等を構成員に加えてはどうか」、「見守りの対象となっている身体障
がい者団体を加えてはどうか」との意見があったため、当課が当初に検討していた構成員に加
えて新たに「上板町防犯推進委員協議会」と「上板町身体障害者会」を加えました。
また、協議会設置後、２か所の新聞専売所から社会貢献の一環として協議会に参画したいと

お声掛けいただき、地域の身近な存在である新聞専売所に構成員として参画していただきまし
た。

◆参画依頼時の構成員の反応
前述のとおり、消費者被害に対しては、それぞれの分野において対応していたため、消費者

被害の情報を一元化できていなかった状況でした。こういった状況に対して、当課だけではな
く構成員も同様の危機感を感じていたため、協議会を設置することにより情報共有・意見交換
の場を作ることに関して、容易に賛同を得ることができました。

構成員について

産業課（消費者行政部局）が中心の組織

平成28年度に当町のセンターに寄せられた相談は、70歳以上の方に関するものが約50％を
占めています。消費者被害防止のためには、消費者被害に遭いやすい方に注意を促すだけでは
なく、その周囲の方々に向けて十分な情報を提供し、地域で見守っていただくことも必要であ
ると感じていました。平成29年度に徳島県として、県内全ての市町村に協議会を設置する取組
が進められる中、当町においても協議会についての関心が高まり、６月の上板町議会では協議
会設置に関する意見を頂きました。
当町では消費者被害防止のため、「福祉」や「消費生活」の各分野において、それぞれが消

費者被害に対応している状況であったため、協議会を設置し、役場内での連携体制を深めると
同時に、多くの町内の関係団体に参画いただき、地域全体で消費者被害防止に取り組んでいく
ことにしました。

設置の背景
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まずは協議会を設置し、個人情報を除いた地域の消費者被害の状況などの情報共有や、意見
交換から始めることとしました。個人情報を取り扱わない理由は、秘密の保持義務などがあり、
構成員が協議会に参画することを負担と感じるのではないかと考えたためです。
個人情報の取扱いについては、今後、活動を取り組む中で構成員と共に検討していきます。

準備会では、協議会の制度として構成員間の個人情報の共有が可能であると、消費者行政新未
来創造オフィス（消費者庁）から説明があり、構成員からは「協議会への出席者が異なること
もあり得るため、秘密保持が難しいのではないか」という意見を頂きました。
このため、構成員が消費者被害に気付いた場合は、まず本人に相談窓口を紹介して相談する

ことを促すこととし、構成員から相談窓口に連絡する場合は、個人情報を除いた被害情報を連
絡することにしています。
個人情報を取り扱う場合には、情報共有の範囲をそれぞれのケースに応じて限定し、構成員

の長に出席していただくなど、個人情報を適切に取り扱うように配慮したいと考えています。

見守りネットワークイメージ図

上板町消費者見守りネットワーク推進協議会

子ども・高齢者・障がい者等

消費者関係

福祉関係

警察

教育委員会
・PTA連合会

その他民間

「消費者庁イラスト集」より

事務局
（産業課、

消費生活相談窓口）

徳島県

地域包括支援
センター

情報共有・連携

事業者関係

8月 9月 10月 11月 12月

スケジュール

設
置

９月から町内各関係課への説明、合意形成
９月から各関係団体への事前の声掛け

６月から既存のネットワーク
の洗い出しや設置方法につい
て検討

９月中旬から
設置要綱案の作成

設立会議の準備
設置要綱や年間計画の修正
新たな構成員候補への声掛け

準
備
会

12/28

構成員候補への
声掛け

12/2810/13

H29
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【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】

構成員の主な内訳（全22構成員)
４
５
０
１
２
６
２
２

無し個人情報の取扱い

その他行政

構
成
員

決
定
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◆今後の活動
・年２回、各構成員の活動報告をメインに報告会の開催を予定しています。
・研修会及び事例検討会を必要に応じて開催する予定です。内容については、他の協議会の活
動を参考にしながら検討します。

・特に注意を要する事案が発生した場合など、啓発チラシ等の配布を考えています。

◆課題
各構成員に具体的にどのような役割を担っていただくのか、また、協議会でいかに情報を効率

よく浸透させられるかが課題です。

今後の活動・課題 など

担当者の声

それぞれの現場で消費者被害に対応していましたが、協議会が設置されることにより、多く
の関係団体との意見交換・情報共有をする場ができました。今後は、協議会でどのような活動
をすれば消費者の被害防止につながるのか、先進的な取組を参考としたり、構成員の方に意見
を頂きながら、検討を重ねていきたいと考えています。
また、先述のとおり、協議会設置後、町内の新聞専売所に構成員として参画していただき、

消費者被害に関する注意喚起のチラシを新聞に折り込んでもらうなど、普及・啓発に関する力
強い協力が得られるようになりました。
このように、注意喚起のチラシをタイムリーに住民に配布することができるようになったこ

ともあり、今後、より一層、消費者被害の防止のための普及・啓発活動に取り組んでいきたい
と考えています。

設置に当たり、どの団体に声を掛けるべきか悩みましたが、前述のとおり隣町の構成団体を
参考にしたり、準備会を開いて関係団体から広く意見を聞いたりして決定しました。
また、協議会には会長を置いていません。役職を決めず構成員同士がフラットな関係で

意見やアイデアを自由に発言いただきたいと考えました。会長の代わりに事務局が進行役を務
めています。

苦労した点・工夫した点 など
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上板町消費者見守りネットワーク推進協議会設置要綱

（名称）
第１条 この会は、上板町消費者見守りネットワーク推進協議会（以下「協議会と
いう。）と称する。

（目的）
第２条 地域の消費生活に関係する機関・団体・消費者が緊密な連携を保つことに
より消費者被害の未然防止、早期発見及び拡大防止を目指し、さらなる消費生活
の安定と向上を図ることを目的とする。

（所掌事務）
第３条 協議会は、次の事務を執り行う。
（１）消費者問題の実体把握（消費者被害など）及び消費生活における問題解決の
ためのネットワーク構築に関すること。

（２）地域が抱える問題や潜在している課題分析及び情報の共有化に関すること。

（組織）
第４条 協議会は、地域の消費生活に関係する機関、団体、消費者、上板町消費生
活相談所で構成する。

（他機関との連携）
第５条 協議会は、その目的を達成するため、他の関係機関との連携を図るものと
する。協議会において、必要とみとめたときは、組織構成員以外の出席を求め、
説明又は意見を聴くことができる。

（研修・事例検討会）
第６条 協議会の研修及び事例検討会は、必要に応じて開催するものとする。

（庶務）
第７条 協議会の庶務は、上板町役場産業課並びに、上板町消費生活相談窓口にお
いて処理をする。
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（守秘義務）
第８条 第４条に規定する協議会の組織及び第５条に規定する他の関係機関は、
職務上知り得た人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様
とする。

（その他）
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に
定める。

附 則
この要綱は、平成２９年１２月１８日から施行する。
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上板町消費者見守りネットワーク推進協議会 構成員一覧

１ 徳島板野警察署生活安全課

２ 株式会社阿波銀行上板支店

３ 株式会社徳島銀行上板支店

４ 日本郵便株式会社上板郵便局

５ 板野郡農業協同組合

６ 上板町民生委員・児童委員協議会

７ 上板町消費者協会

８ 上板町ＰＴＡ連合会

９ 社会福祉法人上板町社会福祉協議会

１０ 上板町老人クラブ連合会

１１ 上板町身体障害者会

１２ 上板町防犯推進委員協議会

１３ 徳島新聞高志専売所

１４ 徳島新聞松島専売所

１５ 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

１６ 上板町教育委員会

１７ 上板町福祉保健課

１８ 上板町地域包括支援センター

１９ 上板町税務課

２０ 上板町住民人権課

２１ 上板町産業課

２２ 上板町消費生活相談窓口
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