
阿南市

人 口 71,091人

高 齢 化 率 32.4％
面 積 279.3㎢

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 )

阿南市消費生活センター（阿南市内）
(阿南市、那賀町､牟岐町､美波町､海陽町)

消費生活相談員数：3人 消費生活相談件数：485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

協議会の基礎データ

設 置 年 月 日 平成30年２月26日
事 務 局 市民部市民生活課
構 成 団 体 数 7団体
設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

設置の背景

※平成30年４月１日現在

高齢者を狙った詐欺被害が大きな社会問題となっている昨今、高齢者等の消費者被害防止の
取組として相談体制の整備に加え、消費者に身近な地域の関係団体の連携により、見守りネッ
トワークを構築することが重要であると感じていました。徳島県では、県内全域で協議会の設
置を促進する機運が高まっていましたので、当市においても、これを機に協議会の設置の検討
を始めました。福祉部局や民生委員・児童委員など高齢者等と身近な関係団体との連携は既に
できていましたが、関係団体が一堂に集まる機会はなく、それぞれ個別に連絡を取っていまし
た。今ある関係団体が集まり、意見を交換し、情報を共有することによって、連携体制がより
一層強化され、高齢者等の消費者被害防止につながると考え、協議会の設置に至りました。

阿南市の総面積は徳島県全体の6.7％を占め、その大部分が山地部となっています。臨海部
は、天然の漁港として昔から漁業の本拠地でしたが、今日では工業開発の拠点となっているほ
か、海洋レクリエーション地帯として脚光を浴びるようになっています。
また、当市に本社を置く化学会社が製造するＬＥＤ（発光ダイオード）を活用し、「光のま

ち阿南」と題したまちづくり活動を行っています。

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

以前からある地域の連携をいかす

徳島県 阿南市３.（７）阿南市消費者安全確保地域協議会
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当初は、協議会の構成員と地域ケア推進会議（以下「ケア会議」という。）の構成員が一部
重複していることから、構成員の負担を軽減するため、ケア会議の活用を検討しました。しか
し、ケア会議は福祉分野の専門的な事案を審議する場であり、消費者被害についての時間を確
保することが難しい状況でした。また、ケア会議の構成員は個人が委嘱される形式であり、協
議会の構成員は団体（組織）にしたいと考えていたことから、ケア会議の活用は困難と考えま
した。また、消費者問題に特化した活動を柔軟に行いたいと考え、消費者行政部局である市民
生活課が中心となり新規に立ち上げました。

設置の背景

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

６月から既存のネットワークを洗い出し、構成員の候補団
体に対するアプローチ方法を課内で検討

１月から設置要綱案の作成、
設置に向けた準備

12月から市内関係者・構成員の
候補団体へ市民生活課長と担当
者が直接出向き制度説明と合意
形成

構成員について

◆選定のポイント
当市では、6箇所の地域包括支援センター（高齢者お世話センター）において、介護に関す

ることや、福祉、医療等の悩み事の相談窓口を設けています。また、民生委員児童委員協議会
などでは、業務の中で消費者被害に気付いたときには、消費生活センターにつなぐなどの対応
をしています。それぞれが高齢者の消費生活上の安全に気を配り、何かあったらセンターにつ
なぐ熱心な見守り活動がされています。
当初の協議会は、それらの既に連携している団体を構成員とした組織としました。各関係団

体ではお互いに連携が図れていますので、なるべく今までのやり方をいかした運営をしていき
たいと考えています。

◆参画依頼時の構成員の反応
既に連携して消費者被害防止のための活動を行っていたこともあり、構成員となることを快

く引き受けてくれました。

スケジュール

設
置

H29 H30

2/26

新規市民生活課（消費者行政部局）が中心の組織
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一番苦労した点は、市民生活課の担当職員が一人だったことです。当課は、住民課としての
窓口業務など他の業務を数多く抱えているところに、協議会に関わる業務を追加して行わなけ
ればならない状況でした。
このため、他の地方公共団体の情報も参考にしながら、今ある連携をいかした範囲で組織を

作ることにしました。

苦労した点・工夫した点 など

問題解決のために構成員間で個人情報を共有することが必要な事案が発生した場合には、必
要に応じて構成員間で個人情報を共有し、消費者被害の救済や拡大防止につなげていきたいと
考えています。その際には、当市の個人情報保護条例や規則などを遵守し、秘密が保持される
よう個々の事案に合わせて慎重に対応していきます。

見守りネットワークイメージ図

今後の活動・課題 など

担当者の声

◆今後の活動
年１回の協議会（必要に応じて臨時的に開催する予定です。）

徳島県からの強い後押しがあり、それに背中を押され協議会を設置することができました。
これまでは連携している者同士が一堂に集まり、情報共有できる機会が余りなかったのですが、
協議会ができたことによって、それぞれの現場での困り事など具体的な話を聞くことができ、
「顔の見える関係」ができました。協議会で一度に情報共有ができることにも、メリットを感
じています。今後、協議会を有意義に運営していきたいと思っています。

【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７構成員)
阿南市消費者安全確保地域協議会

高齢者・障がい者等

消費者関係

消費生活センター

地域包括支援
センター

事務局
（市民生活課）

情報共有・連携

「消費者庁イラスト集」より

福祉関係

警察

２
４
０
１
０
０
０
０

有り個人情報の取扱い
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阿南市消費者安全確保地域協議会設置要綱

阿南市要綱第５号

（設置）
第１条 消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体が連携して、消費
者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、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、阿南市消費者安全確保地
域協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（構成機関）
第２条 協議会の構成機関（以下「構成機関」という。）は、別表のとおりとする。
２ 構成機関には、別表に定めるもののほか、協議会の設置の趣旨に賛同する機関
等を加えることができる。

（所掌事務）
第３条 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議、調整、情報交換等を行う。
（１）消費者安全の確保のための取組
（２）消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等に必要な取組
（３）その他消費者被害の防止のため必要と認められる事項

（会議）
第４条 協議会は、消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて会議
を開催するものとする。

（庶務）
第５条 協議会の庶務は、阿南市市民部市民生活課において処理するものとする。

（秘密保持義務）
第６条 構成機関（第２条第２項の機関等を含む。）の構成員は、協議会の会議等
において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

（その他）
第７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、協議会
が別に定める。

附 則
この要綱は、平成30年２月26日から施行する。

徳島県 阿南市３.（７）阿南市消費者安全確保地域協議会

51

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

徳島県 阿南市３.（７）阿南市消費者安全確保地域協議会



阿南市消費者安全確保地域協議会 構成員一覧

１ 阿南市民生委員・児童委員協議会

２ 阿南市地域包括支援センター

３ 阿南警察署生活安全課

４ 阿南市消費生活センター

５ 阿南市保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課

６ 阿南市保健福祉部福祉事務所福祉課

７ 阿南市市民部市民生活課

徳島県 阿南市３.（７）阿南市消費者安全確保地域協議会

別表 構成機関（第２条関係）
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