
北島町

協議会の基礎データ

設 置 年 月 日 平成30年２月７日
事 務 局 まちみらい課
構 成 団 体 数 12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

北島町は、吉野川の河口に生じた三角州性平野のほぼ中央に位置しています。米作を中心に
野菜、果樹、れんこん、花きなどが栽培されているほか、今切川流域一体には、各種工場が設
置され、県下有数の工場地帯となっています。また、徳島市、鳴門市と隣接しているため、
ベッドタウンの機能も果たしています。
近年急速に宅地開発や商業施設の立地が進んでおり、人口密度が徳島県で１位となるなど、

徳島県内で有数の発展地域となっています。

設立会議の様子

人 口 22,550人

高 齢 化 率 25.5％

面 積 8.7㎢

消費者行政担当職員数(消費生活相談員数を除く)：２人

センター名称
( 広 域 連 携 )

松茂・北島消費生活センター(松茂町内)
（松茂町、北島町）

消費生活相談員数 ：１人 消費生活相談件数 ：136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 ）

地方公共団体の基礎データ

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

定期的に情報を提供し消費者被害の防止を図る

徳島県 北島町３.（４）北島町見守りネットワーク
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民生委員・児童委員や地域包括支援センターが参画する会議体はありましたが、各分野を越
えて様々な団体が関わる会議体は無かったので、当課が中心となり、新規で立ち上げました。

◆選定のポイント
業務の関係により日常的に住民と接する機会が多い部局（民生児童課、保険福祉課、地域包

括支援センター、保健相談センター）を中心に構成員を選定しました。社会福祉協議会につい
ては、高齢者や地域の住民とのつながりが深いため、また、警察は消費者被害の抑止や情報提
供のため外せないと考えていました。その他、見守りの対象は高齢者だけではなく、小学生や
中学生も対象にするべきであると考えたため、教育委員会にも参画依頼をしました。
自主防災組織連絡会については、徳島県自主防災組織連絡会の会長でもある当町自主防災組

織連絡協議会長から、「県の協議会に自主防災組織連絡会が参画しているが、当町でも協議会
に参画できないか」との話があり、構成員として加わっていただくことになりました。そうし
た関係から自主防災組織連絡協議会の担当課である危機情報管理課も構成員として加えました。

新規まちみらい課（消費者行政部局）が中心の組織

構成員について

設置の背景

当町では、地域包括支援センターと共に詐欺行為に対する注意喚起チラシの作成や配布を
行ったり、地域包括支援センターが相談を受けた際、必要があれば消費生活センターにつない
でもらったりするなどの連携体制がありました。しかし、地域包括支援センターや民生委員・
児童委員の個々の取組は、それぞれが独自に高齢者の消費者被害の対策を行っており、それら
と役場内の複数の関係部局が包括的に連携する取組はしていませんでした。
そうした状況から、役場内の関係部局や関係機関等が、まちみらい課が把握できていない消

費者被害の情報を把握している可能性がありました。しっかりと漏れのない対応をするには、
役場内の関係部局を始め、高齢者等を取り巻く様々な主体が連携し、高齢者等の消費者被害に
関する情報を集約・整理・一元化する必要があるのではないかと感じていました。
そのような状況の中、県から協議会の設置を勧められ、これを機に協議会を設置しました。
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北島町見守りネットワーク

子ども・高齢者・障がい者等

構成員の主な内訳（全12構成員)

【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】

見守りネットワークイメージ図

消費者関係
警察

その他民間

「消費者庁イラスト集」より

地域包括
支援センター

徳島県
事務局

（まちみらい課）

情報共有・連携

10月 11月 12月 １月 2月

スケジュール

H29

12月中旬から町内関係課への説
明、合意形成（各課長が担当部
署にて個別に説明・合意形成）

10月中旬から既存のネットワークの洗出
アプローチ方法を課内で検討

１月中旬から
設置要綱案の作成

１月から関係団体への制
度説明、合意形成（各団
体へ課長が個別に訪問）

設
置

2/7

H30

1月

◆参画依頼時の構成員の反応
構成員から、協議会における役割は具体的にどういうものか、実際に何をすればいいのか質

問がありました。それに対し、「消費者トラブルや、トラブルに発展する可能性のある事案を
把握したときに、事務局、又は、消費生活センターへ連絡して情報提供をしてほしい」、「消
費者被害に関する情報などを事務局や消費生活センターから発信する際、各構成員から住民へ
の周知や声掛けを行ってほしい」旨を説明し、理解を得た上で参画していただきました。
日頃の業務が忙しく、参画が難しい部局がありましたが、今後、活動していく中で協力を得

られるよう、連携方法を検討していく必要があると考えています。

３
５
０
１
１
０
１
１

福祉関係

３.（４）北島町見守りネットワーク

構
成
員

決
定

消費生活センター
その他行政

教育委員会
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担当者の声

複数の部局が連携するに当たり、他の協議会でのスムーズな連絡方法等があれば、知りたい
と思います。
「何かトラブルがあったときだけ動くのではなく、常に協議会側から住民への働き掛けや、

情報を発信し続けていくべきである」という意見と、「構成員の本来業務の負担になることま
でやるのは難しい」という意見があり、協議会としてどのような活動をどこまでの規模で行う
ことが適切かを決定していくのが、難しいと感じました。

今後の活動
・必要に応じて協議会を開催します。
・構成員や住民への情報発信を定期的に実施したいと考えています。

◆課題
・どのような時に協議会を開催するのか、開催要件や頻度について検討します。
・セキュリティの関係などにより電子メールの受信や送信ができない構成員もいるため、今
後、より円滑で効率的な情報共有の方法を検討したいと考えています。

・住民への情報発信については、一度に多くの情報を提供すると読んでもらえない可能性が
あるので、発信する情報の取捨選択が課題となっています。

・人員が不足している（事務局・センター）中で、日常の業務に加え、協議会の開催やそれ
に係る日程調整、情報発信の作業など、負担が大きくなります。どのように効率的に運営
をしていくのかが課題です。

今後の活動・課題 など

苦労した点・工夫した点 など

構成員それぞれの業務や活動の中で、協議会の設置により生じる負担とのバランスをどのよ
うに調整するか、また、必要な情報をどのように共有していくか、検討しました。
構成員間で共有すべき情報については、まちみらい課が中心となって集約・共有します。よ

り詳細に今後の対応を協議し、連携する必要がある事案が発生した場合に、会議を開催するこ
ととしています。

構成員には、消費者被害等の異変を発見した際には、まず消費生活センターにつないでいた
だくことをお願いしています。
個人情報の取扱いは、構成員がセンターにつなぐ際に、個人情報を含めた消費者被害の内容

を伝えることのみとしています。協議会の活動として、個人情報をどのように共有するかに関
して検討中です。

３.（４）北島町見守りネットワーク

有り個人情報の取扱い
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（名称）
第１条 この会は、北島町見守りネットワーク（以下「ネットワーク」とい
う。）と称する。

（目的）
第２条 ネットワークは、消費者安全法（平成21年法律第50号）第11条の３
第１項の規定に基づき、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 ネットワークは、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 ネットワークは、地域の消費生活に関係する機関、団体、消費者、松
茂・北島消費生活センターで構成する。

（他機関との連携）
第５条 ネットワークは、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。ネットワークにおいて、必要と認めたときは、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。

（会議）
第６条 ネットワークの会議は、必要に応じて開催するものとする。

（庶務）
第７条 ネットワークの庶務は、北島町まちみらい課並びに松茂・北島消費生
活センターにおいて処理をする。

３.（４）北島町見守りネットワーク

北島町見守りネットワーク設置要綱
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（守秘義務）
第８条 第４条に規定するネットワークの組織及び第５条に規定する他の関係
機関は、職務上知り得た個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、ネットワーク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30年２月７日から施行する。

３.（４）北島町見守りネットワーク
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北島町見守りネットワーク 構成員一覧

1 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

2 徳島板野警察署生活安全課

3 北島町自主防災組織連絡協議会

4 北島町危機情報管理課

5 社会福祉法人北島町社会福祉協議会

6 北島町保険福祉課

7 北島町民生児童課

8 北島町教育委員会

9 北島町地域包括支援センター

10 北島町保険福祉課保健相談センター

11 松茂・北島消費生活センター

12 北島町まちみらい課

３.（４）北島町見守りネットワーク
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