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徳島県

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

人 口 736,475人

高 齢 化 率 33.0％

面 積 4,146.8㎢

※平成30年10月１日現在
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「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

１．「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島について

高齢者を中心に深刻化する消費者被害を防止し、消費者の安全・安心を確保するため

に、平成26年６月に消費者安全法（平成21年法律第50号）が改正され、平成28年４月

に施行されました。同改正により、高齢者、障がい者等の消費生活上特に配慮を要する

消費者（消費者被害に遭いやすく見守りが必要な方々）と適当な接触を保ち、その状況

を見守ることその他の必要な取組を行う「消費者安全確保地域協議会（見守りネットワ

ーク）」（以下「協議会」という。）を組織できることになりました。

この協議会の最大のメリットは、同法に基づき、個人情報の第三者提供が可能となる

ことです。構成員間、あるいは、国や地方公共団体、国民生活センターなどの関係機関

との間で、見守り等の対象者に関する個人情報を共有し、よりきめ細やかで実効性のあ

る見守り活動を行うことができます。

また、協議会で個人情報を取り扱わない場合でも、構成員間における消費者被害の動

向等の情報共有や、関係機関に消費生活センター等の役割を知ってもらうことにより、

「地域における消費者被害の関心を高められる」、「顔の見える関係が作れる」など、

高齢者等を見守る関係機関同士の連携が図りやすくなり、被害の未然・拡大防止につな

がりやすいというメリットもあります。

消費者庁では、「地方消費者行政強化作戦（平成27年3月24日）」において、相談窓

口のない地方公共団体（市町村）の解消や、消費生活センター設置の促進、消費者教育

の推進、消費者安全法に基づく協議会設置等の目標を掲げ、「どこに住んでいても質の

高い相談・救済を受けられる地域体制」を全国的に整備することを目指しています。

同時に、同強化作戦において、平成31年度までに人口５万人以上の全市町に協議会を

設置していただくことを目標としています。全国では、それぞれの地域の実情に応じた

協議会が設置されつつありますが、いまだ道半ばの状況にあります。

国として協議会の設置促進を進める中、平成29年７月24日に徳島県庁の10階に「消費

者行政新未来創造オフィス」（以下「オフィス」という。）を開設しました。同オフィ

スでは、全国展開を見据えたモデルプロジェクトの一つとして「消費者安全確保地域協

議会（見守りネットワーク）の構築」に取り組んでいます。
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徳島県は、平成31年度までに県内全ての市町村に協議会を設置することを目標に掲げ、

平成29年度当初から市町村長や各関係部局に協議会設置に当たっての協力依頼を行うなど、

県内市町村への積極的な働き掛けを行っています。また、オフィスも徳島県と共に市町村

を訪問し、制度説明や情報提供等を行っているところです。徳島県は、他県の先行事例な

ども参考にしながら、全国に先駆けて人口５万人以上の全市（徳島市、阿南市、鳴門市）

で協議会が設置されました。その後も協議会の設置が順調に進み、平成31年３月27日に未

設置最後の１町で協議会が設置されました。これにより、徳島県内では、24市町村全てに

協議会が設置され、高齢者等が安全・安心に暮らせる体制が整備されたことになります。

協議会の設置はゴールではなくスタートです。今後、構成員間での有機的な連携が活発

に図られるなど、それぞれの地域で実効性のある活動が始まり、それが地域の隅々まで広

がることが期待されています。

本事例集は、徳島で積み重ねた事例について、設置プロセスや構成員選定のポイント、

設置の際に苦労・工夫した点などについて、広く全国に紹介することで、全国の市町村に

おける取組の参考にしていただくことを目的として、作成したものです。

協議会の設置を検討されている地方公共団体や地域で高齢者の見守り活動に取り組まれ

ている皆様におかれましては、今後、本事例集を参考に、地域の実情に応じた協議会を設

置していただければ幸いです。

最後に、本事例集の作成に当たり、御協力いただきました関係者の皆様に深く御礼申し

上げます。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

１．「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島について
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１ 用語

原則、本事例集で用いる用語の定義は、次のとおりとする。

（１）協議会：消費者安全法（平成21年法律第50号）第11条の３の規定に基づ

く消費者安全確保地域協議会。

（２）センター：消費者安全法第10条第１項及び第２項の規定に基づく消費生活

センター。

（３）国民生活センター：独立行政法人国民生活センター。

（４）PIO-NET：国民生活センターと都道府県、政令指定都市及び市区町村の消

費 生 活 セ ン タ ー や 消 費 生 活 相 談 窓 口 （ 以 下 「 消 費 生 活 セ ン タ ー 等 」 と い

う。）をオンラインネットワークで結んだ「全国消費生活情報ネットワーク

システム」（Practical L iv ing Informat ion Onl ine Network System）。

（５）高齢化率：65歳以上の割合。

２ 地方公共団体の基礎データ

（１）消費行政担当職員数は、地方公共団体から情報提供。

（２）消費生活相談件数は、平成31年3月6日までにPIO-NETに登録された平成

29年度の消費生活相談件数。徳島県から情報提供。

（３）人口及び高齢化率は、徳島県ウェブサイト参照(平成30年10月１日現在）。

徳島県年齢別人口

（https://www.pref.tokushima.lg.jp /stat ist ics /month /j inkou）

（４）面積は、国土地理院ウェブサイト参照(平成30年10月１日現在）。

平成30年全国都道府県市町村別面積調

（http://www.gsi .go.jp /KOKUJYOHO/MENCHO201710-index.html）

３ 設置要綱

設置要綱及び構成員一覧については、事例集の作成上、消費者庁において体

裁を統一。
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阿波市

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４月25日

事 務 局 産業経済部商工観光課

構 成 団 体 数 18団体

設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

※平成30年10月１日現在

設立会議の様子

人 口 35,690人

高 齢 化 率 36.4％

面 積 191.1㎢

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 阿波市消費生活センター

消費生活相談員数 ：３人
消費生活相談件数 ：200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 ）

ようしょう
阿波市は、平成17年に板野郡の吉野町と土成町、阿波郡の市場町と阿波町の４つの町が合併

して誕生しました。徳島県中央北部の吉野川北岸に位置する、古くからの交通の要衝の地で、

現在では徳島自動車道が東西に走り、土成インターチェンジや阿波パーキングエリアが整備さ

れています。

お遍路さんで有名な「四国霊場」のうちの４つの札所や、長年の風雨の浸食によって砂岩層

が柱状となった国指定の天然記念物「阿波の土柱」などの名所・旧跡があります。

主産業は農業で、農業産出額は県内トップを誇り、特にぶどう、トマト、レタス、なす等が

栽培されています。こうした特色のある優れた農産品やそれを利用した加工品を「阿波市特産

品」として認証し、市内外への販売促進や認知度向上を支援することにより、頑張る生産者を

応援しています。

子どもも含め全世代を対象とした幅広い見守り活動

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市
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当初、主に高齢者を見守りの対象者と考えていたため、協議会の構成員とメンバーの構成が

近い福祉部局の既存の組織「高齢者虐待防止ネットワーク運営協議会（以下「虐待防止ネット

ワーク」という。）」等の活用について福祉部局と協議を重ねました。しかし、検討する中で、

見守りの対象者を、高齢者だけでなく子どもなど市民全体に広げたいと考えました。虐待防止

ネットワークは、高齢者を対象としており、業務の範囲を超えるため、消費者部局である商工

観光課が中心となって新規で設置するのがよいと考えました。

◆選定のポイント

高齢者に身近な存在である老人クラブ連合会、婦人団体連合会、消費者協会などを中心に、

協議会の活動に欠かせない民生委員・児童委員、警察、センター、そして、子どもを見守り

の対象にするため教育委員会を加えました。

◆参画依頼時の構成員の反応

虐待防止ネットワークのメンバーと協議会の構成員が一部重複しているため、協議会への

参画を依頼する際、負担と捉える方もいるのではないかと懸念していましたが、快く引き受

けてくださいました。

◆今後の予定

当市と高齢者の見守り協定を締結している郵便局や新聞専売所等の事業者にも、構成員と

して参画していただきたいと考えています。

構成員について

設置の背景

当市では、消費者トラブルが増加傾向にあり、その内容も複雑化・多様化しています。その

ような中、平成29年６月に「阿波市消費生活センター」を開設し、広報誌やケーブルテレビ等

で市民への情報提供や啓発グッズの作成・配布など消費者被害の防止に取り組んできました。

消費者被害の防止については、自治会長会や民生委員・児童委員総会等での出前講座や講演、

消費者協会との協働によるキャンペーンの実施など、各団体と個々に連携を図っていました。

また、庁内の同じフロアに地域包括支援センターがあるため、ケアマネージャーが高齢者の

消費者被害の相談等でセンターに気軽に立ち寄るようになりました。このように、センター設

置後は庁内外それぞれの組織との個別の連携は深まってきましたが、関係する組織や団体が一

堂に集まって情報共有・情報交換などをする機会はありませんでした。

こうした中、徳島県から協議会設置の勧めがあり検討した結果、今後より一層、関係団体と

の連携を図り、消費者被害の防止に取り組んでいきたいと考え、協議会を設置することとしま

した。

新規商工観光課（消費者行政部局）が中心の組織

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市
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見守りネットワークイメージ図
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スケジュール

１月から、
・設立に向けた課内協議
・構成員の選定
・設置要綱案の作成

９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

設

置

4/25
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既存の組織に協議会の活動に必要となるメンバーを加えるか、新規で協議会を作るかという

ところで悩みました。また、協議会と虐待防止ネットワークは一部メンバーが重複しているた

め、虐待防止ネットワークの会議と同日に協議会を開催することを検討しましたが、今後、消

費者被害の案件で急な協議会の開催が必要となった場合に、虐待防止ネットワークとの兼ね合

いで日程調整などが難しくなることも考慮し、最終的には単独開催としました。

また、協議会に構成員が参画しやすくするため、個人に委嘱するのではなく、出席を想定し

ている方の所属する団体を構成員としました。これにより、急に協議会を開催する必要が生じ

た場合も、代理出席が可能な仕組みにしています。

苦労した点・工夫した点 など

構成員が高齢者等の異変に気付いた際にセンターへ情報提供していただく場合のみ、個人情報

を含めて連絡します。構成員間での個人情報の共有や見守りリストの作成等については、協議

会として個人情報の共有範囲の検討や管理体制の構築ができていないため、今後の検討課題と

考えています。

11月から福祉部局との
ヒアリング、協議

３月から、
・市長協議
・構成員への合意形成（担当課長・

担当者が個別訪問等により依頼）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市

有り個人情報の取扱い

事務局
（商工観光課）

地域包括支援
センター

その他行政
関係部局

教育委員会

消費者関係
福祉関係

その他民間

警察

情報共有・連携

子ども・高齢者・障がい者等

消費生活センター

【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18構成員)
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◆今後の活動

・必要に応じて協議会を開催します。

・センターについて周知するためのチラシや啓発グッズを作成します。

・構成員には協議会で得た情報を各所属団体に持ち帰り、それぞれの組織内で情報共有・周知

していただくとともに、啓発活動への御協力をお願いしています。また、消費者被害等で困っ

ている高齢者等に気付いた際には、センターにつないでいただきます。

◆課題

協議会で話し合われた情報をその場に出席されていた方だけにとどめることなく、各構成団

体の隅々まで伝えていただき、日頃の見守り活動にいかしていただくことが理想です。しかし、

情報共有の方法については各構成団体にお任せしているため、それぞれの組織内にどの程度伝

わっているのかが分からず、周知の難しさを感じています。

また、啓発活動として、構成員に啓発チラシ等の配布をお願いしたいと考えていますが、見

守り活動は複数の団体が関わっているため、高齢者等が重複した情報を受け取る可能性があり

得ます。配布の重複により御迷惑をお掛けしないよう、どの団体から配布するのが効率的か、

協議会からどのような情報発信をするのが効果的かという点については難しいと感じており、

今後の検討課題です。

今後の活動・課題 など

担当者の声

協議会設置後、構成員から「高齢者が読みやすいように、もっと大きな字の普及啓発資料が

必要ではないか」との御意見を頂き、マグネット（参考１）や、高齢者向けの啓発チラシ（参

考２）を作成することにしました。

また、民生委員・児童委員から啓発グッズの配布に関する協力の申出もあり、構成団体との

連携が以前よりも深まってきたと感じております。

今後、より一層、見守り活動が推進されるよう、機動力のある協議会を目指して取り組んで

いきたいと考えています。そのためにも、協議会について、県内での研修会や他の市町村の担

当職員との情報交換の場があれば有り難いと感じています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市
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（設置）

第１条 この告示は、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、市民の消費者被害の未然防止や拡大防止を図るため、市民が安心して生活できるよう関

係機関による地域における見守り活動を推進し、消費者の安全確保のための取組を効果的か

つ円滑に行うことを目的として、阿波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。

（組織）

第２条 協議会は、別表に掲げる構成機関により構成する。

（活動内容）

第３条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

（１）消費者被害の現状や対策に関する情報交換

（２）地域における消費者被害防止のための見守り活動

（３）消費者被害防止の普及、啓発

（４）その他、消費者被害防止のため必要と認められる活動

（会長）

第４条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、阿波市産業経済部長をもって充てる。

（会議）

第５条 協議会の会議は、消費者被害防止活動等を円滑に推進するため、必要に応じ開催する。

２ 会議は、会長が招集する。

（秘密保持義務）

第６条 協議会の構成機関、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。

（事務局）

第７条 協議会の事務局は、阿波市産業経済部商工観光課に置く。

（その他）

第８条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この告示は、平成30年４月25日から施行する。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市

阿波市消費者安全確保地域協議会設置要綱
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1 阿波吉野川警察署

2 阿波市民生委員・児童委員協議会（吉野地区）

3 阿波市民生委員・児童委員協議会（土成地区）

4 阿波市民生委員・児童委員協議会（市場地区）

5 阿波市民生委員・児童委員協議会（阿波地区）

6 阿波市老人クラブ連合会

7 阿波市婦人団体連合会

8 阿波市内消費者協会(吉野消費者協会）

9 阿波市内消費者協会(土成消費者協会）

10 阿波市内消費者協会(市場消費者協会）

11 阿波市内消費者協会(阿波消費者協会）

12 社会福祉法人阿波市社会福祉協議会

13 阿波市教育委員会

14 阿波市地域包括支援センター

15 阿波市消費生活センター

16 阿波市健康福祉部福祉事務所社会福祉課

17 阿波市企画総務部危機管理課

18 阿波市産業経済部商工観光課

（別表）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市

阿波市消費者安全確保地域協議会 構成員一覧

（参考１）マグネット

９



（参考２）高齢者向けチラシ

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（１）阿波市消費者安全確保地域協議会 徳島県 阿波市

※実物はA3サイズです。
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勝浦町

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30年５月28日

事 務 局 住民課

構 成 団 体 数 11団体（設立時10団体）

設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

※平成30年10月1日現在

設立会議の様子

人 口 5,047人

高 齢 化 率 41.9％

面 積 69.8㎢

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
( 広 域 連 携 )

小松島市消費生活センター（小松島市内）
(小松島市、勝浦町、上勝町）

消費生活相談員数 ：２人
消費生活相談件数 ：268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 ）

勝浦町は、徳島県の東部に位置しており、勝浦川が町の中央部に流れています。昭和30年、

横瀬町と生比奈村が合併し、現在の勝浦町となりました。夏にはホタルを見ることができる清流

があり、自然豊かな土地です。山の中腹を利用したみかん栽培が盛んで、収穫後２か月間冷暗所

で貯蔵することで糖度を上げた「勝浦貯蔵みかん」として全国に出荷しています。

平成元年以降、毎年２月下旬から３月末まで「ビッグひな祭り」を開催しています。家庭で飾

らなくなった雛人形を全国から集めて、約３万体の雛人形を会場に飾り付けます。中でも会場中

央にあるピラミッド状の百段の巨大雛壇は圧巻です。

よこせちょう いくひなそん

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

ケア会議メンバーを中心とした見守り

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町
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協議会を設置するに当たり、既存の団体で高齢者等の見守り活動を行っている会議や構成員が

重複する会議を探しました。その結果、福祉課が担当している「勝浦町地域ケア会議」（以下

「ケア会議」という。）が、協議会の構成員として想定していた団体とほとんど重複しているこ

とが分かりました。そのため、ケア会議のメンバーを中心とした協議会（既存＋α）を設置する

こととしました。

これまでも高齢者等の見守り活動を行っている福祉部局に事務局を担ってもらうことも検討し

ましたが、消費者被害防止に特化した活動や県の消費者部局との連携体制などを考慮し、消費者

部局である住民課が事務局を担うことにしました。協議会の設置により、地域の様々な主体が連

携し、高齢者等の消費生活や健康、安否などに気を配り、見守りが必要な方を支援する仕組みを

構築していきたいと考えています。

当町では、以前から地域包括支援センターや民生委員・児童委員などが生命身体を中心とし

た高齢者等の見守り活動を行っています。平成29年４月から小松島市消費生活センターとの広

域連携が始まり、勝浦町広報誌に消費者被害など注意喚起情報が掲載されているセンターのチ

ラシを折り込むなど、消費者被害に関する町民への周知・啓発活動に努めています。

また、困ったときには隣近所で助け合うなど昔ながらの近所付き合いが残っており、自治会

の活動も活発です。何かあれば役場に連絡が入るため、県から設置を勧められた当初は、協議

会の設置の必要性を余り感じていませんでした。

その後、引き続き県から協議会の設置を勧められたこともあり、検討を始めたところ、高齢

者等の消費者被害は相談を受けたそれぞれの団体で対応しており、関係団体が一堂に集まって、

情報共有・情報交換は行っていないことに気付きました。そのため、これを機に情報を集約し、

関係者で共有することによって今まで把握できていなかった課題を見付け、消費者被害防止に

つなげていきたいと考え、協議会を設置しました。

◆選定のポイント

構成員の選定は、業務の効率化や構成員の負担軽減を考慮し、福祉課と相談しながら進めま

した。ケア会議のメンバーを改めてみると、当町が直営している病院もメンバーに入っており、

県内の他の協議会とは異なる特徴があることに気付きました。どのくらいの規模が当町の協議

会として適切か悩みましたが、大きすぎると意見がまとまらなかったり、発言しにくかったり

するのではないかと考え、最初はケア会議のメンバーを中心に消費者被害防止に欠かせない警

察とセンターを加えるという小さな規模で始めることにしました。なお、警察は福祉課からの

提案で小松島市にある本署だけでなく、住民に身近な町内の駐在所にも参画いただくことにし

ました。

また、協議会設置後、高齢者等への普及・啓発をより効果的に行いたいと考え、特殊詐欺防

止キャンペーンなどを実施している勝浦町消費者協会に参画を依頼しました。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町

設置の背景

既存＋α福祉課（福祉部局）が運営している会議をベースとした組織

構成員について
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【消費者関係】 ３

【福祉関係】 ４

【医療・保健関係】 １

【警察・司法関係】 ３

【教育関係】 ０

【事業者関係】 ０

【その他民間団体】 ０

【その他行政関係部局等】 ０

構成員の主な内訳（全11構成員)

見守りネットワークイメージ図

勝浦町消費者安全確保地域協議会

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月

スケジュール

設

置

10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

3月から
設置要綱案
の作成等

5/28

H29 H30

4/17

2/9
庁内関係部局で
協議

ケア会議で協議会の
説明と構成員候補へ
の依頼

2/20
ケア会議で設置要綱案
等を含めた協議会設置
の説明

4月中旬から
設立会議準備等

4月からケア会議以外の
構成員候補に依頼

◆参画依頼時の構成員の反応

ケア会議のメンバーに対して、福祉課長から定例のケア会議において協議会の説明を行っ

た際、「既に広報誌等で情報提供を行っている。協議会を立ち上げる必要性はあるのか。」

との意見がありました。「協議会を立ち上げることで、これまで連携していなかった組織と

の情報の集約・共有ができる。今まで把握できていなかった課題を見付け、消費者被害防止

につなげられる。」と説明し、協議会の立ち上げに関する理解を得ることができました。

警察、センターについては、住民課から参画を依頼しました。既に県から協力依頼をして

いただいていたので、快く了承していただきました。

◆今後の予定

見守り活動を進めながら金融機関など構成員の追加を検討していきたいと考えています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町

警察

事務局
（住民課）

地域包括支援
センター

病院

情報共有・連携

高齢者・障がい者等

消費生活センター

福祉関係

消費者関係 警察

ଡ
ਛ
৩

ৠ


「消費者庁イラスト集」より

13



◆今後の活動

・年に１回程度の開催を考えています。その他、必要に応じて協議会を開催します。

・勝浦町民を対象とした高齢者等の見守りに関する講演会を開催します（不定期）。

・啓発グッズの作成を検討します。

◆課題

実効性のある見守り活動を行うため、どの団体に構成員として参画いただくのがよいか、協

議会をどこまでの規模とするのかが今後の課題です。

構成員の追加に関しては、まずは特殊詐欺等を防ぐため、金融機関等に構成員として参画い

ただくことを検討しています。

また、新聞専売所、宅配業者などの事業者からは、高齢者等のお宅を訪問して気付かれるこ

となど、折に触れて話を聞くなど状況を把握し、今後どのように関わっていただくか検討した

いと考えています。

今後の活動・課題 など

担当者の声

協議会の設置により、構成員の消費者被害防止に関する意識が高まり、住民課に様々な情報

が集まってくるようになりました。例えば、地域包括支援センターからは、「ＩＰ電話（※）

では消費者ホットライン１８８につながらないので、センターの連絡先を町内に普及・啓発す

る際には注意が必要である」などの連絡を頂きました。構成員には、普段の業務の中で高齢者

等の消費者被害防止の観点を持って気に掛けていただいており、協議会を設置してよかったと

思っています。

（※）勝浦町では、ケーブルテレビの普及率が高く、それに伴いＩＰ電話もほとんどの家庭で普及しています。

福祉課の協力の下、毎月開催されるケア会議で協議会の制度や設置要綱案等について説明し、

協議会の設置や意義などについて理解を求めました。また、設立前から認識のすり合わせを

行っていたため、スムーズに意思疎通を図ることができました。

また、ケア会議と同日に協議会の設立会議を開催することで、構成員の会議への出席の負担

を軽減しました。協議会の開催については、今後もできる限りケア会議と同日に開催したいと

考えていますが、ケア会議の議題が多い場合などは会議時間が長くなり、同日開催が難しいた

め、福祉課と相談しながら構成員が参加しやすいように工夫したいと考えています。

苦労した点・工夫した点 など

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町

構成員が高齢者等の異変に気付いた場合、個人情報を含めてセンターに連絡・相談し、対応

します。構成員間での個人情報の共有は、個人情報の保護を考慮しながら事案に応じて必要な

範囲で行います。見守りリストの作成については、協議会の活動を軌道に乗せてから検討して

いきたいと考えています。

個人情報の取扱い 有り
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（目的）

第１条 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、消費者被

害の未然防止や拡大防止を図り、安心して生活できるよう関係機関による地域における見守

り活動を推進し、消費者の安全確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことを目的として、

勝浦町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。

（組織）

第２条 協議会は、別表に掲げる構成機関により構成する。

（活動内容）

第３条 協議会は、次に掲げる活動を行う。

（１）消費者被害の現状や対策に関する情報交換

（２）地域における消費者被害防止のための見守り活動

（３）消費者被害防止の普及、啓発

（４）その他、消費者被害防止のため必要と認められる活動

（会長）

第４条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、勝浦町住民課長をもって充てる。

（会議）

第５条 協議会の会議は、消費者被害防止活動等を円滑に推進するため、必要に応じ開催する。

２ 会議は、会長が招集する。

（秘密保持義務）

第６条 協議会の構成機関、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。

（庶務）

第７条 協議会の庶務は、勝浦町住民課において処理する。

（その他）

第８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、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成30年５月28日から施行する。

附 則

この要綱は、告示の日から施行する。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町

勝浦町消費者安全確保地域協議会設置要綱
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勝浦町消費者安全確保地域協議会 構成員一覧

1 小松島警察署生活安全課

2 小松島警察署地域課横瀬駐在所

3 小松島警察署地域課生比奈駐在所

4 小松島市消費生活センター

5 勝浦町消費者協会

6 勝浦町地域包括支援センター

7 社会福祉法人勝浦町社会福祉協議会

8 勝浦町民生委員児童委員協議会

9 国民健康保険勝浦病院

10 勝浦町福祉課

11 勝浦町住民課

別表（第２条関係）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（２）勝浦町消費者安全確保地域協議会 徳島県 勝浦町
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神山町

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30年６月29日

事 務 局 地域包括支援センター

構 成 団 体 数 16団体

設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

※平成30年10月１日現在

神山町は、徳島県の北東部に位置し、徳島市、石井町と接しています。昭和30年に５つの村

が合併し、現在の神山町になりました。徳島県はすだちの産地であり、その生産量は全国１位

（約98%)となっています。このうち神山町は県内トップの生産地です。

NPO法人による移住支援事業などによって、IT企業のサテライトオフィスが相次いで進出す

るとともに、移住者が飲食店を開業するなど、新規に第３次産業も生まれています。

また、毎年８月末から10月末にかけて神山アーティスト・イン・レジデンスというプロジェ

クトが進められており、国内外のアーティストが当町に滞在して絵画や彫刻などの芸術作品を

制作し、展覧会を行っています。

設立会議の様子

人 口 4,816人

高 齢 化 率 52.9％

面 積 173.3㎢

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
( 広 域 連 携 )

徳島市消費生活センター(徳島市内)
（徳島市、佐那河内村、石井町、神山町）

消費生活相談員数 ：４人
消費生活相談件数 ：1,514件

（平成29年度）

開 所 日
（祝日・年末年始除く）

週６日開所
（ 月・水・木・金・土・日 ）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

地域包括支援センターを中心とした協議会

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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県から協議会の説明を聞いた際に、これまでの地域包括支援センターでの見守り活動をいか

しつつ、消費者被害に関しても対応できるようにしたいと考えました。４月に地域包括支援セ

ンターが中心となり、住民課や、徳島県、消費者庁等の関係者を集めて準備会を開催し、設置

要綱や構成員、設置後の活動内容について検討しました。

平成28年から地域包括支援センターで実施している生活支援体制整備事業において、生活支

援コーディネーターが高齢者の困り事を聞いたり、福祉サービス等とのマッチング等を行うた

め、高齢者宅への訪問活動を行っていました。訪問活動の際に、消費者被害に関するチラシの

配布などを通して高齢者への注意喚起を行うとともに、高齢者の異変に気付くこともできるの

ではないかと考えました。そこで、消費者部局である住民課とも相談し、地域包括支援セン

ターが新規で協議会を立ち上げることにしました。

「神山町高齢者等見守りネットワーク」は、消費に関する問題だけではなく、高齢者等に関

する全ての問題を対象としています。そのため、設置要綱に、福祉に関する法律や消費者安全

法など法律の根拠を全て記載すると分かりにくくなると考え、作成した設置要綱には法律の根

拠を記載しませんでした。そこで、設立会議において、構成員の同意を得て、消費者安全法に

基づく協議会であると議事録に記録することにしました。

◆選定のポイント

日頃から見守り活動の中心となっている民生委員・児童委員協議会を始め、福祉との関わり

が深い老人クラブ連合会、身体障害者連合会、社会福祉協議会に参画を依頼しました。

高齢者は、郵便局や農業協同組合で年金等の管理をする方が多く、また、郵便局は郵便物等

の配達、農業協同組合は同組合で購入した商品の配達の際に、異変に気付きやすいと考え、参

画していただくよう依頼しました。なお、郵便局については、神山町内の郵便局支店の代表と

なっている今井郵便局に参画を依頼しました。

構成員について

当町では、高齢化率が50%を超え、町民の２人に１人が高齢者という状態となっており、高

齢者の独居世帯の増加と共に、認知症やＭＣＩ（軽度認知障害）の方も増加しています。

普段から高齢者等の見守り活動をしている民生委員・児童委員や地域包括支援センターでは、

高齢者宅に訪問した際に高齢者本人や家の様子などの変化・違和感に気付く、お店の人がお客

さんの異変に気付くといった「気付き」を関係先へつなげたいと考え、その方法について関係

者間で検討を重ねていました。一方、消費者部局である住民課では、県から設置の働き掛けが

あった協議会をどのように設置したらよいか悩んでいました。

そのような中、平成30年３月に徳島県から協議会の説明を受けた後、既に地域包括支援セン

ターが設置を予定していた高齢者の見守りネットワークに、消費者被害防止の機能を加えては

どうか、と当町の副町長から提案がありました。この制度を活用すれば、「気付き」を関係先

につなげられる仕組みが構築できると考えたことから、協議会を設置することにしました。

設置の背景

新規地域包括支援センター（福祉部局）が中心となって組織

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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見守りネットワークイメージ図

神山町高齢者等見守りネットワーク

「消費者庁イラスト集」より

2月 3月 4月 5月 6月

スケジュール

設

置

２月頃から町内各関係課への説明、合意形成
各関係団体への事前の声掛け

３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

４月から
設置要綱の作成

５月から設立会議の準備
準

備

会

５月上旬から
構成員候補への
説明

６/294/26

H30

【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16構成員)
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また、町内の様々な事業者が会員となっている商工会や、当町と見守り協定を結び、商品等

の配達をする生活協同組合、新聞専売所についても、高齢者等の異変に気付きやすいと考え、

参画を依頼しました。

警察については、緊急時に対応を依頼することが必要と考えたため、参画を依頼しました。

◆参画依頼時の構成員の反応

以前から民生委員・児童委員が町内の高齢者宅を訪問するなど、見守り活動を行っており、

構成員が一体となった見守り活動を行う協議会の必要性を感じていたため、快く引き受けて

いただきました。

ଡ
ਛ
৩

ৠ


高齢者等の異変を発見した構成員から、個人情報を含めて地域包括支援センターにつないでい

ただきます。地域包括支援センターには、消費生活相談としてセンターで対応が必要な場合もあ

有り個人情報の取扱い

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町

徳島県

事業者関係

消費生活センター

事務局

（地域包括支援センター）

その他民間

警察
消費者関係

福祉関係

住民課
（消費者行政部局）

情報共有・連携

高齢者・障がい者等
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◆今後の活動

・年１回は協議会の開催を予定しています。

・緊急対応が必要な場合は、会議の開催や、関係する構成員に個別に情報共有を行います。

・協議会の活動について理解していただける事業者をサポート店とし、買物をする高齢者等

の異変に気付いた際に、地域包括支援センターに情報が届くよう、協力をお願いしたいと

考えています。

・地域包括支援センターの名称と電話番号を入れたステッカーを作成・配布します。

・徳島市消費生活センターの電話番号や消費者ホットライン１８８を記載したチラシなどを、

庁内や公共施設の高齢者の目に付く場所に配置します。

◆課題

高齢者の方に確実に情報を届けることは難しいと感じています。資料を渡しても読んでい

ただけないこともあります。また、資料を渡す際には分かりやすく丁寧に話をしたり、何度

も繰り返し伝えたりする必要があります。高齢者に確実かつ効果的に情報を届けることが課

題です。

今後の活動・課題 など

担当者の声

協議会の設置により、「ちょっとした異変」を連絡していただけるようになり、早期対応が

できるようになったことが最大のメリットです。高齢者等やその家族が安心して暮らせる町に

少し近づいたように感じています。

苦労した点・工夫した点 など

異変に気付いた際の連絡先を明確にするため、連絡・通報窓口を一覧にするとともに、連絡

の流れをフローチャートで分かりやすい図（参考１）にしました。また、認知症等高齢者の異

変のサインに気付くポイントなどもまとめています（参考２）。構成員には高齢者等の異変を

発見した際、事案に応じて地域包括支援センターや適切な専門機関に迅速につなげていただく

ようにお願いしています。

また、地域包括支援センターでは、消費者被害に関する知識・経験が少ないことや予算も異

なるため、消費者部局である住民課とのスムーズな連携が課題となっています。今後、役割分

担等について住民課と相談して進めたいと考えています。

れば、地域包括支援センターで対応が可能な単純な問合せもあるなど、様々な情報が寄せられ

ることが想定されます。それら全ての案件に関して、センターにつなぐ際に個人情報を含める

かどうかは、構成員とも相談しながら検討していきたいと考えています。

構成員間での個人情報の共有については、構成員の見守り活動の負担となることや地域の

方々との関係が悪くなることを避けるため、現在は個人情報の共有はしていません。今後、構

成員の意見も聞きながら慎重に検討したいと考えています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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（設置）

第１条 この要綱は、高齢者や障がい者等（以下「高齢者等」という。）が住み慣れた地域で

活動的に、かつ尊厳あるその人らしい生活を継続していくために、地域におけるさまざまな

関係者が高齢者等を見守り連携することで、認知症高齢者の早期対応、ひとり暮らし高齢者

等の安否確認、消費者被害の拡大防止等につながるよう神山町高齢者等見守りネットワーク

（以下「ネットワーク」という。）を設置する。

（活動内容）

第２条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。

（１）認知症高齢者等に対する見守り及び異常の早期発見に関すること。

（２）高齢者等の安否確認に関すること。

（３）消費者被害対策のための見守り活動に関すること。

（４）消費者被害及び認知症対策に関する普及、啓発及び広報活動に関すること。

（５）その他高齢者等の見守りに関し、必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 ネットワークは別表に掲げる関係機関、関係団体、行政機関（以下「構成機関」とい

う。）をもって組織する。

（他機関との連携）

第４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。

この場合において、ネットワークが、必要と認めたときは、構成機関以外の出席を求め、説

明又は意見を聴くことができる。

（会議）

第５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６条 ネットワークの庶務は、神山町地域包括支援センター（以下「包括支援センター」と

いう。）において処理をする。

（個人情報の取扱い）

第７条 個人情報は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）及び神山町個人情

報保護条例（平成17年条例第23号。以下「保護条例」という。）の規定によるものとし、高

齢者等のプライバシー保護の観点から特に慎重に取扱うものとする。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町

神山町高齢者等見守りネットワーク設置要綱

神山町告示第31号

平成30年５月31日

21



２ 構成機関は、事業の実施により知り得た個人情報を、この事業の目的以外に利用、漏洩し

てはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

３ 構成機関が支援を行う場合の外部提供情報は、保護条例第８条を適用するものとし、その

情報は、高齢者の発見及び支援に必要な最小限度のものとする。

４ 個人情報の提供先における情報の取り扱いは、保護条例第４条及び第５条を適用するもの

とし、包括支援センターは構成機関及び第４条に規定する他の関係機関に対し、個人情報の

重要性について周知を図るものとする。

（その他）

第８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。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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１ 神山町消費者協会

２ 神山町老人クラブ連合会

３ 神山町身体障害者連合会

４ 神山町民生委員児童委員協議会

５ 社会福祉法人神山町社会福祉協議会

６ 神山町商工会

７ 日本郵便株式会社今井郵便局

８ 名西郡農業協同組合

９ 生活協同組合とくしま生協

10 徳島新聞広野専売所

11 徳島市消費生活センター

12 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

13 徳島名西警察署生活安全課

14 神山町住民課

15 神山町健康福祉課

16 神山町地域包括支援センター

神山町高齢者等見守りネットワーク 構成員一覧

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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神山町高齢者等見守りネットワーク設立会議 議事録（概要）

・開催日時：平成30年６月29日(木) 午前10時～午前11時15分

・開催場所：神山町役場２階 神山スダチ（201）会議室

・出 席 者 ：神山町長

神山町老人クラブ連合会

神山町身体障害者連合会

神山町民生児童委員協議会

神山町社会福祉協議会

神山町商工会

今井郵便局

名西郡農業協同組合

徳島新聞広野専売所

生活協同組合とくしま生協

徳島市消費生活センター

消費者行政新未来創造オフィス

徳島県消費者くらし政策課

徳島県保健福祉部長寿いきがい課

徳島名西警察署生活安全課

神山町住民課

神山町健康福祉課

・事 務 局 ：神山町地域包括支援センター

・協議会として位置付けることへの同意について、担当者より説明。

（以下議事録より抜粋）

〇地域包括支援センター

なお、本ネットワークについては、消費者被害防止のため、消費者安全法第11条の３第１

項の規定に基づく「消費者安全確保地域協議会」としても位置付けさせていただきますこと

を御理解お願いいたします。
＜異議なし＞

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町

（参考１）連絡・通報窓口
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「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町

（参考２）認知症等高齢者の早期異変の気づきについて
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「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（３）神山町高齢者等見守りネットワーク 徳島県 神山町
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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７月５日

事 務 局 長寿社会課

構 成 団 体 数 20団体

設 置 要 綱 無し（議事録に記載）

地方公共団体の紹介

※平成30年10月１日現在

石井町は、温暖な気候に加え、吉野川流域の肥沃な土壌と豊かな水により、農作物の栽培が

盛んな町です。新鮮でみずみずしい野菜の供給地であり、農産物直売所は町内外からの多くの

買物客で賑わっています。

一方、徳島市の西隣に位置し、ベッドタウンとして開発が進み、公共施設、商業施設、医療

施設、福祉施設など、暮らしに必要なものがコンパクトにまとまっており、自然とのバランス

が程良い町です。

また、町内には、史跡や観光スポットが点在しています。特に「地福寺」の境内に植えられ

た樹齢200年にもなる藤棚は、1メートルを超える花房が見事に咲き誇り、町内外から多くの

観光客が訪れます。

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

既存の組織を法定化し、更に連携強化

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会

人 口 25,165人

高 齢 化 率 32.3％

面 積 28.9㎢

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
( 広 域 連 携 )

徳島市消費生活センター(徳島市内)
（徳島市、佐那河内村、石井町、神山町）

消費生活相談員数 ：4人
消費生活相談件数 ：1,514件

（平成29年度）

開 所 日
（祝日・年末年始除く）

週６日開所
（ 月・水・木・金・土・日 ）

石井町

ふじだな

※ 事務局である長寿社会課は、構成団体数（20）に含まれない
※ 消費者安全法に基づく協議会に関する事務は構成員で

ある産業経済課が担う

徳島県 石井町

28



高齢者の見守り活動には福祉関係者の協力が必要不可欠ですが、地域包括支援センターを始

めとする福祉関係者は、高齢者の見守り活動以外にも幅広い業務を担っており、日々多忙な状

況にあります。

そのような中で、新たに協議会を設置し構成員として参画いただくことは、「業務が増える、

煩雑化する」との誤解を招き、それにより今まで培ってきた地域のまとまりが阻害されてしま

うのではないかと危惧していました。そのため、構成員の負担を増やさず構成団体にとって望

ましい形を検討しました。その結果、新たに協議会を立ち上げるのではなく、福祉部局が既に

設置し、高齢者の見守り活動を業務の１つとして取り組んでいる「石井町地域包括支援セン

ター運営協議会（以下「運営協議会」という。）」を、協議会（既存+α）として位置付ける

ことにしました。運営協議会の事務局はこれまでどおり福祉部局ですが、協議会に関する業務

については、消費者部局である産業経済課が担います。協議会には、構成員として参画してい

ますが、その方がこれまでの関係性をいかしつつ効率的に業務ができると考えたためです。

また、「運営協議会」において、この会議が消費者安全法に基づく協議会を兼ねること、そ

れに伴い構成員を追加したい旨を提案し、承認を受けることができました。なお、既存のメン

バーの方が新たな業務が増えるなどの負担感を感じないように、事務の効率化という点も考慮

し、設置要綱は作成せず議事録にその旨を記載することとしました。

当町では、消費者被害防止のための広報活動に加え、地域包括支援センターや民生委員・児

童委員などが高齢者等の見守り活動を行っており、何か異変に気付いた際は、それぞれが関係

機関と連絡を取り合って対応をしていました。

協議会の設置については、県から勧められたことをきっかけに検討を始めましたが、当初は

既に福祉部局で高齢者の見守り活動が行われていたこともあり、難しさを感じていました。し

かしながら、福祉関係機関や庁内の関係部局が把握している消費者被害が、適切な専門機関に

つながっていないものもあるのではないか、漏れのない対応をするためには一元的に情報を集

約する体制が必要なのではないかと考えました。また、高齢者の周りにいる様々な主体が消費

者被害の情報を共有し、連携して見守り活動に取り組むことで消費者被害の未然・拡大防止に

つなげたいと考えました。

そこで、福祉部局と相談の上、福祉部局が運営している既存の組織を、協議会として位置付

けることとしました。

既存＋α長寿社会課（福祉部局）が運営している組織を法定化

設置の背景

◆選定のポイント

既存の「運営協議会」は、地域包括支援センターや医療・保健関係、社会福祉協議会、民生

委員・児童委員、ケアマネージャー等の福祉関係機関で構成されていました。これらの構成員

に加え、消費者被害に関して適切かつ柔軟に対応するため、警察、消費生活センター、消費者

構成員について

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

スケジュール

設

置

３月から副町長と並行して関係団体への制度説明、
合意形成
長寿社会課との調整・打合せ

7/5

H29

13

ଡ
ਛ
৩

ৠ


H30

11月上旬から協議会設置に向けた検討

３月から副町長が関係団体へ説明

11月下旬から既存のネットワークの活用
等を検討
アプローチ方法の検討

見守りネットワークイメージ図

石井町地域包括支援センター運営協議会

「消費者庁イラスト集」より

構成員の主な内訳（全20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】

【その他民間団体等】

【その他行政関係部局等】

３

7

4

１

１

0

３

1

協会にも参画いただくことにしました。

構成員には、協議会の設置により新たな業務が増えるのではなく、現在の業務の延長線上で

あり、これまでの見守り活動にも役立つことを御理解いただけるよう留意しました。例えば、

消費者被害防止のための注意喚起のチラシは訪問時に会話の糸口として活用できることなど、

見守り活動にツールが増えたと捉えていただけるようお願いしました。

◆参画依頼時の構成員の反応

協議会の設置は、部局をまたがる話であったため、運営協議会のメンバーなど、日頃から構

成団体とつながりのある副町長から事前説明を行いました。協議会の設置によって新たな業務

負担が生じるものではないと説明した結果、構成団体からは反対意見もなく賛同いただきまし

た。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町

※事務局は構成員に含まれない

警察

事務局
（長寿社会課）

その他行政

医療･保健関係

その他民間

福祉関係

消費者関係

高齢者・障がい者等

情報共有・連携

産業経済課
(消費者行政部局)

警察

地域包括
支援センター

消費生活センター

教育関係
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先述のとおり、「運営協議会」は福祉部局が事務局を担っています。そこに消費者部局の協

議会を兼ねることは、会議開催などの事務負担が増えるため、福祉部局に理解・協力してもら

うためにはどのようにすればよいか考えました。

そこで、福祉部局の業務との関係性や、協議会設置による福祉部局のメリットを説明しまし

た。①「運営協議会」の業務には、既に消費者被害防止の取組も含まれていること、②消費者

関係の団体や警察との連携を図ることで最新の消費者被害や特殊詐欺の状況が把握できるよう

になること、③関係団体と連携することで情報発信が容易になること、④消費者被害の窓口が

明確になり、消費者被害の早期発見・早期解決につなげることができることなどです。これら

を説明することで、スムーズに福祉部局の了承を得ることができました。

苦労した点・工夫した点 など

14

構成員が消費者被害に気付いた場合は、センターを案内し、本人から連絡してもらうように

しています。本人がセンターに相談することをためらわれた場合は、まずは構成員からセン

ターに個人情報を除いた情報をつないでいただき、構成員が状況を見守ります。

協議会の活動は、国民生活センターなどが公表している消費者被害に関する情報を構成員と

共有し、その事例等を更に高齢者等に周知することを一番の目的としています。

最初から個人情報を取り扱うと、構成員が負担を感じるのではないかと考え、現時点では個

人情報を取り扱っていません。しかし、今後、運営を進める中で、個人情報を取り扱う必要性

が生じた場合は、構成員と相談し、取扱い方などについて検討していきたいと考えています。

◆今後の活動

・年１回程度定例の会議を開催し、情報交換を行います。

・消費者被害に関する事案が発生した際など、必要に応じて開催します。

・当課やセンターから消費者被害等の情報を構成員に提供し、日頃の見守り活動の中で、構成

員から高齢者等に注意喚起を行います。

・協議会が設置されたことを広報誌にて住民に周知します。

・構成員が日頃の見守り活動の中で異変に気付いた際には、本人にセンターや地域包括支援セ

ンターへの相談を促していただきます。

◆課題

協議会の活動規模を考えた際に、構成員の負担が過度に増えない見守り活動となるような工

夫が必要だと感じています。

今後の活動・課題 など

無し個人情報の取扱い

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町
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担当者の声

県からの強い後押しと助言により協議会を設置することができ、良かったと感じています。

これまで、消費者被害に関する情報発信は、当町のウェブサイトや広報誌への掲載、消費者

協会のビラ配りが主でした。協議会ができたことにより、消費者被害に関するチラシなどを地

域の見守り活動を行う構成員から、高齢者の方にダイレクトに届けていただくことができるよ

うになり、高齢者等に情報が届きやすくなりました。また、構成員間で消費者被害の情報共有

ができるようになりました。こうした連携は協議会ができたからだと思います。

まずは、「見守ろう」「つなげよう」「相談しよう」をキャッチフレーズに構成員の普段の

業務の中に消費者被害の観点を取り入れていただきます。そして、構成員が問題を一人で抱え

込まないよう、構成員同士の情報共有を積極的に行い、連携を深めることによって当町の消費

者被害防止につなげていきたいと考えています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町
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石井町地域包括支援センター運営協議会 構成員一覧

1 石井町長寿社会課

石井町地域包括支援センター運営協議会 事務局

１ 石井町議会文教厚生常任委員会

２ 学識経験者

３ 名西郡医師会

４ 徳島県歯科医師会

５ 医療経験者

６ 名西郡医師会訪問看護ステーション

７ 石井町民生児童委員全員協議会

８
石井町西部地域包括支援センター
(特別養護老人ホーム青藍荘)

９
石井町東部地域包括支援センター
(社会福祉法人有誠福祉会)

10 ケアマネージメント調整部会

11 石井町ボランティア連絡協議会

12 社会福祉法人石井町社会福祉協議会

13 第１号被保険者

14 第２号被保険者

15 徳島市消費生活センター

16 石井町消費者協会

17 徳島名西警察署生活安全課

18 石井町健康増進課

19 石井町福祉生活課

20 石井町産業経済課

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町
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・開催日時：平成30年７月５日（木） 15時～15時53分

・開催場所：石井町役場２階 大会議室

・出 席 者 ：石井町議会文教厚生常任委員会

学識経験者

名西郡医師会

徳島県歯科医師会

医療経験者

名西郡医師会訪問看護ステーション

石井町民生児童委員全員協議会

石井町西部地域包括支援センター（特別養護老人ホーム青藍荘）

石井町東部地域包括支援センター（社会福祉法人有誠福祉会)

ケアマネージメント調整部会

石井町ボランティア連絡協議会

社会福祉法人石井町社会福祉協議会

第１号被保険者

第２号被保険者（欠席）

石井町健康増進課

石井町福祉生活課

徳島市消費生活センター

石井町消費者協会

徳島名西警察署生活安全課

石井町産業経済課

石井町長寿社会課（事務局）

（以下議事録から抜粋）
〇産業経済課課長

以上のことから、この協議会が消費者安全法に基づく協議会も兼ねるよう、石井町地域包括
支援センター運営協議会を消費者安全法第11条の３第１項の規定に基づく、「消費者安全確保
地域協議会」として位置付けさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
〇会長

質問がないようですので、この議事につきましては、妥当であることを認め、承認したいと
思います。委員の皆様よろしいでしょうか。

＜異議なし＞

平成30年度石井町地域包括支援センター運営協議会
議事録（概要）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（４）石井町地域包括支援センター運営協議会 徳島県 石井町
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小松島市

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７月24日

事 務 局

市民環境部市民生活課

保健福祉部介護福祉課

小松島市消費生活センター

構 成 団 体 数 18団体

設 置 要 綱 有り

地方公共団体の紹介

※平成30年10月１日現在

小松島市は、徳島県の東側に位置し、中心部は北部の勝浦川、南部の那賀川による肥沃な平

野部が広がり、北西部にかけては徳島市と隣接しています。東部は紀伊水道に面し、古くより

天然の良港に恵まれており、近年は、海外からの豪華客船が小松島港に立ち寄るなど、インバ

ウンド産業にも力を入れています。

また、農林水産物としては、本市推奨のハモを始め、加工品としての和田島ちりめんや竹ち

くわなどの海産物のほか、県内一の生産量を誇るオクラやヤマモモ、菌床しいたけなどの農産

物をふるさと納税の返礼品に取り入れるなど、小松島ブランド産品の育成・強化と魅力発信に

努めています。

設立会議の様子

人 口 37,168人

高 齢 化 率 33.5％

面 積 45.4㎢

消費者行政担当職員数(消費生活相談員数を除く)：５人

センター名称
( 広 域 連 携 )

小松島市消費生活センター(小松島市内)
（小松島市、勝浦町、上勝町）

消費生活相談員数 ：２人
消費生活相談件数 ：268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 ）

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

小松島モデル構築を目指して

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市
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福祉部局が行っている「見守り協定」は、高齢者等の安否確認などが主な取組です。その福

祉部局の見守り活動の中に、消費者被害の未然防止や早期発見といった観点を加えてもらいた

いと考えていました。そして、消費者行政部局である市民生活課が中心となり、消費生活相談

員はもちろん、福祉部局にも事務局として参加してもらい、関係団体と共に新規に協議会を立

ち上げました。

◆選定のポイント

当市の見守り活動に参画いただいている団体に広く声掛けしたいと考え、既に見守り協定

を締結している新聞専売所や生協、郵便局に加え、社会福祉協議会や民生委員・児童委員連

絡協議会などの福祉関係団体、老人クラブ連合会、金融機関にも参画いただきました。また、

高齢者を対象として、地域で草の根活動に取り組まれているボランティア団体にも参画いた

だきました。

各団体への参画依頼については、先に設立されている徳島県の協議会「とくしま消費者見

守りネットワーク」の構成団体が親団体となることから、県から事前にこれら親団体に対し

当市の協議会への協力依頼をしていただいたため、スムーズに参画依頼を行うことができま

した。

また、各構成団体の代表者を委員に委嘱し、地方消費者行政強化交付金を活用して委員報

酬を支払うことにしました。

構成員について

平成22年に小松島市消費生活センターを開設し、小松島市民に対する消費生活相談を行って

きました。平成29年度からは、小松島市民に加えて勝浦町、上勝町の町民に対しても広域連携

で消費生活相談を行っています。

また、当市では、平成23年にボランティア組織「「こまつしま」くらしの安全・安心サポー

ター」が設立されるなど、センター開設後早々からセンターとのつなぎ役を市民に担っていた

だいています。

当市の各部局においては、新聞専売所や生協、郵便局と一人暮らしの高齢者の方の見守り等

に関する協定を締結するなど、見守り活動に関する下地はありましたが、当市の関係各課や事

業者を含めた関係団体が一堂に会し、情報を共有する場はありませんでした。

こうした状況を踏まえ、庁内での連携及び高齢者等の見守り活動に関係する団体が一体と

なって相互に情報共有を図りながら、高齢者等が消費者被害に遭わないように取り組んでいく

必要があると考え、協議会を設置することにしました。

設置の背景

12

新規市民生活課（消費者行政部局）が中心の組織

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市
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見守りネットワークイメージ図

「消費者庁イラスト集」より

3月 4月 5月 6月 7月

スケジュール

設

置

４月末から５月末まで、
構成員・構成団体への説明、
合意形成

平成29年11月に交付金の予算要求
構成員等の洗い出しや設置方法につ
いて検討

４月末から５月末まで、
設置要綱の作成

６月上旬から設立会議の準備

7/24

H30

【消費者関係】
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【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18構成員)
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小松島市消費者安全確保地域協議会

福祉部局が行っている「見守り協定」と協議会の活動が密接に関係していることから、介

護福祉課には、協議会の取組の重要性を認識していただき、各関係団体との連絡・調整役を

担っていただくことになりました。

◆参画依頼時の構成員の反応

構成員からは、「参加するのは構わないが、その上でどういったことをすればよいのか。」

という質問を多く受けました。当課からは、「小松島市消費生活センターの認知度は、まだ高

いとはいえないため、センターがあることを認識していただくとともに、普段の活動の中で高

齢者等の異変に気付いた際に、センターへの相談を促す声掛けや関係部局への連絡をお願いし

たい。」と依頼しました。また、その情報共有の場として協議会を活用していただきたい旨を

説明し、趣旨に賛同していただきました。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市

消費者関係

福祉関係

事業者関係

その他民間団体

徳島県

高齢者・障がい者等

情報共有・連携

事務局
（市民生活課、介護福祉課、

消費生活センター）

警察
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◆今後の活動

・年２回程度、協議会の開催を予定しています。

・緊急の対応が必要な場合は、事務局から構成員に対して情報提供をします。

・協議会の運営に当たっては、消費者被害に関する事例の情報共有を構成員間で図り、それを

基にセンターへの連絡や高齢者等への声掛けに重点を置いた見守り活動をしていただきます。

～小松島モデル構築へ～

当市では、消費生活相談の件数が少なく、消費者被害に関する全ての情報がセンターに一元

化できているわけではないため、対応は手探りの状態です。

今後の協議会の活動については、各構成員からの情報提供と事務局からの情報提供の双方向

の連携に重点を置きたいと考えています。悪質商法や特殊詐欺等の種類ごとに、相談現場の生

の声を集約し、どのように未然に消費者被害を防げたのか、どのように早期に被害を発見した

のかなど、被害の未然・拡大防止のためのモデルケースを将来的に構築したいと考えています。

構成員がケースに応じた見守り活動の取組を効果的に行えるような小松島モデルを構築し、

まずは構成員にその手法をフィードバックしていきたいと考えています。

いずれ小松島モデルが、全国に広がるよう協議会の活動を積極的に取り組んでいきたいと考

えています。

今後の活動・課題 など

協議会への参画をお願いするに当たり、消費者被害防止には“女性の視点が重要”であると考

え、各団体には可能であれば女性の参画をお願いしたい旨の依頼をしました。これは、男女共

同参画の観点と、女性の方が高齢者宅を訪問した際に、生活状況の変化に気付きやすいと考え

たためです。

また、草の根活動をされている地域のボランティア団体に参画いただくことで、同団体の

ネットワークの広がりから、センターの周知が進むのではないかと考えています。

このほか、外出機会が少ない高齢者など、声が届きにくい高齢者等に向けても啓発を進めて

いくため、年４回、センターが広域連携で対応している１市２町の広報誌に消費生活センター

通信「３８－６８８０だより」を折り込み、全世帯へ配布しています。

苦労した点・工夫した点 など

有り個人情報の取扱い

個人情報の取扱いについては、構成員からセンターへの情報提供のみとしています。

取組を進める中で、構成員間で個人情報を共有し、個別に対応する必要が生じた場合は、当市

の関係部局とその事案に直接関係する構成員間で、連携を図りながら対応を検討する方針として

います。

今後、個人情報を構成員とどのように共有するかも含めて、慎重に検討したいと考えています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市
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担当者の声

協議会を立ち上げるに当たり、どの団体に声を掛けるべきか、事務局は消費者部局だけでよ

いのか、などの課題がありました。県の消費者行政部局に相談する中で、先行して協議会を立

ち上げた市町に関する情報の提供や、構成団体への事前調整を行っていただくなど、県のバッ

クアップ体制には非常に感謝しております。

見守りが必要な高齢者の方々に行政の情報を確実に届けるためには、普段から高齢者と接す

る機会の多い構成員の方々の力が必要であると、消費者行政を担当した当初から感じていまし

た。

協議会を設置したことにより、その第一歩を踏み出すことができましたので、今後も県と連

携を図り、最新の情報交換を行いながら、より効果的な活動ができるように、取り組んでいき

たいと考えています。

14◆課題

これから協議会の活動をどのように展開していくかが検討課題です。検討に当たっては、構

成員に「協議会に参画して有益であった。」と思ってもらえるような活動を実施していく必要

があるため、構成員の方々の御意見も参考にし、課題に取り組んでいきます。

消費生活センター通信「３８－６８８０だより」

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市
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（趣旨）

第１条 この要綱は、消費生活上特に配慮を要する高齢者、障がい者、認知症当事者及びそ

の他見守りが必要な市民（以下「高齢者等」という。）に対する見守り等必要な取組を行

うため、消費者安全法（平成21年法律第50号。以下「法」という。）第11条の３第１項

に規定する消費者安全確保地域協議会を設置するにあたり、会の組織並びに運営等に関し

必要な事項を定めるものとする。

（会の名称）

第２条 小松島市における消費者安全確保地域協議会の名称については、小松島市消費者安

全確保地域協議会（以下「協議会」という。）とする。

（所掌事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

（１）市の区域における消費者の安全確保のため、消費者トラブルなどの情報共有・その未

然防止並びに被害軽減のための対策、また高齢者等に対する見守り活動などの取組に関す

る協議及び相互連携に関すること。

（２）市の区域における消費者啓発活動の総合的、体系的かつ効果的な推進に関して、情報

交換及び調整に関すること。

（３）前２号に掲げるもののほか、消費者被害防止のため、必要と認められる事項。

（組織）

第４条 協議会の委員は、次に掲げる組織の構成員をもって組織する。

（１）行政・警察

（２）消費者行政と関係のある市民団体・地域の団体

（３）福祉団体

（４）金融機関

（５）その他、協議会の趣旨に賛同する機関及び団体

（委員の任期）

第５条 委員の任期は、２年とし、市長が委嘱する。ただし、前任者の人事異動等により委

員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は再任されることができる。

（会長及び副会長）

第６条 協議会に会長及び副会長を各１名置く。

２ 会長は委員の互選により定める。

３ 副会長は、会長が委員の中から指名する。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市

小松島市消費者安全確保地域協議会設置要綱
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「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市

（会長の職務等）

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

（委員報酬）

第８条 協議会の開催における委員報酬については、会長日額6,500円、委員日額6,000円

とする。ただし、公務員についてはこれを支給しないものとする。また、公務員以外の委

員においても報酬の辞退を妨げない。

（会議）

第９条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が必要に応じて招集し、その議長

となる。ただし、委嘱後最初の会議等で会長が定められていない場合は市長が招集する。

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

３ 委員は、都合により会議を欠席する場合は代理の者を出席させることができる。ただし、

代理者が会議に出席した場合の委員報酬は支給しないものとする。

４ 会議において議決を要する案件については、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、

可否同数の場合は会長の決するところによる。

５ 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明もしく

は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

（秘密の保持）

第10条 委員は、会議及び協議会の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を

退いた後も同様とする。

（協議会の庶務）

第11条 協議会の庶務は消費者行政担当課において処理する。

（その他）

第12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、会長が会議に

諮って定める。

附 則

この要綱は、平成30年７月24日から施行する。
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小松島市消費者安全確保地域協議会 構成員等一覧

１ 小松島市消費者協会

２ 社会福祉法人小松島市社会福祉協議会

３ 小松島市身体障がい者連合会

４ 小松島市民生・児童委員連絡協議会

５ 県南徳新会小松島支部

６ 生活協同組合とくしま生協

７ 日本郵便株式会社小松島横須郵便局

８ 株式会社阿波銀行小松島支店

９ 株式会社徳島銀行小松島支店

10 「こまつしま」くらしの安全・安心サポーター

11 南サロンのぞみ

12 小松島市防犯協会

13 小松島市老人クラブ連合会

14 小松島警察署生活安全課

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 小松島市保健福祉部介護福祉課

17 小松島市消費生活センター

18 小松島市市民環境部市民生活課

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

３.（５）小松島市消費者安全確保地域協議会 徳島県 小松島市
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佐那河内村

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９月20日

事 務 局
産業環境課

健康福祉課

構 成 団 体 数 ７団体

設 置 要 綱 無し

地方公共団体の紹介

※平成30年10月１日現在

佐那河内村は、明治22年に誕生した県内唯一の村です。徳島県中東部、剣山山脈東の園瀬川

の上流域に位置しています。農業を主要産業としており、さくらももいちごや達磨キウイ、大

川原ネギなどのブランド作物のほか、みかん、すだち、菜の花、しいたけなど数多くの農産物

を出荷しています。標高約1,000ｍの大川原高原からは、紀伊水道や大鳴門橋等が一望でき、夏

には３万本のあじさいを楽しむことができます。

設立会議の様子

人 口 2,144人

高 齢 化 率 46.8％

面 積 42.3㎢

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
( 広 域 連 携 )

徳島市消費生活センター(徳島市内)
（徳島市、佐那河内村、石井町、神山町）

消費生活相談員数 ：４人
消費生活相談件数 ：1,514件

（平成29年度）

開 所 日
（祝日・年末年始除く）

週６日開所
（ 月・水・木・金・土・日 ）

だるま

かわら

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

地域と役所全体が一体となった小規模ならではの取組

３.（６）佐那河内村見守りネットワーク 徳島県 佐那河内村

おお
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当村は、人口約2,150人の小さな村なので、前述のとおり住民に何かあった場合は保健師等に

伝えることが定着しています。また、何かしら問題が生じた場合には、役所全体が一つの課の

ように横断的に対応しています。このような現在の連携体制をいかしたいと考え、健康福祉課

に、協議会の設置について説明するとともに、一緒に取り組んでもらいたいとお願いしました。

健康福祉課の理解が得られ、同課が運営している既存の組織「生活支援体制整備事業協議体」

の定例会議の中で、協議会に関する説明の場を設けていただきました。

その結果、平成30年９月から「生活支援体制整備事業協議体」が消費者安全法の協議会の機

能も担う（既存+α）ことになり、新たなスタートを切ることになりました。

事務局は、協議会の運営をスムーズにできるよう、消費者行政部局の産業環境課と福祉部局

の健康福祉課の両方が担うことにしました。

協議会は、事案に応じて、それぞれの課が関係する構成員に対して情報共有を行うなど、そ

れぞれの強みをいかし両課が連携して協議会を運営しています。

既存の組織のメンバーの方に、これまでの取組に加えて新たな業務が増えるなど、負担を感

じさせることのないよう、設置要綱は作成せず、消費者安全法に基づく協議会の機能を担う旨

を議事録に記録することとしました。

◆選定のポイント

構成員を選定する際は、高齢者にとって身近な存在である福祉部局が中心となった方がきめ

細かい見守り活動ができると考え、福祉部局とその関係団体等に構成員として参画していただ

きたいと考えました。そのため、健康福祉課、社会福祉協議会、地域包括支援センターから成

る生活支援体制整備事業協議体を協議会として位置付けることを、福祉部局から構成員の候補

者に伝えていただきました。

また、既存の組織のメンバーである福祉関係団体だけでなく、協議会の活動に必要と考えら

れる警察や消費者関係の団体にも参画いただきたいと考えました。警察、消費者関係団体には

当課から説明をし、了承を得ました。

構成員について

当村では、高齢化率が45％を超えており、高齢化がかなり進んでいます。そうした状況もあ

り、高齢者等を狙った特殊詐欺、悪質商法等の消費者被害は当村においても喫緊の課題となっ

ています。

これまでも、認知症の可能性がある高齢者や障がいのある方など、配慮を要すると思われる

方については、保健師が状況を把握し、必要な対応を行うなどの見守り活動が行われていまし

た。しかし、消費者被害はますます複雑化・多様化しており、高齢者や障がい者の消費者被害

に迅速に対応するためには、他の市町で設置が進んでいる協議会が必要と考え、当村でも設置

することとしました。

設置の背景

健康福祉課（福祉部局）が運営している組織を法定化 既存＋α
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構成員が見守り活動の中で高齢者等の異変に気付いた場合は、センターへの相談について本

人に意思確認をした上で、本人と構成員が一緒に相談をするようにしています。センターに相

談することをためらう方がいたら、まずは構成員からセンターに個人情報を除いた情報をつな

いでいただき、構成員が状況を見守ることとしています。

個人情報の取扱いや構成員間での情報共有については、今後、それぞれの事案の内容に応じ

て、慎重に検討していきたいと考えています。

見守りネットワークイメージ図

佐那河内村見守りネットワーク

「消費者庁イラスト集」より

5月 6月 7月 8月 9月

スケジュール

設

置

７月から８月にかけて
庁内関係課への説明、
合意形成

平成29年12月頃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月から設立
会議の準備

9/20

８月から構成員候補
者への声掛け

H30

【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)

3

3

０

１

0

0

0

0

無し個人情報の取扱い

ଡ
ਛ
৩

ৠ


事務局
（産業環境課、健康福祉課）

情報共有・連携

警察

地域包括支援
センター

高齢者・障がい者等
消費者関係

福祉関係

消費生活センター

◆参画依頼時の構成員の反応

構成員は既に様々な役割を担っているため、「負担が増えるのではないか。」という声を心

配していましたが、実際にお願いしてみると「普段の見守り活動の中で行っていることなので、

業務が増えるという感覚は無い。」と、すぐに御理解いただきました。
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◆今後の活動

・年１回程度、協議会を開催する予定です。

・構成員には、徳島市のセンターから届く「消費生活相談受付状況について（月１回）」を、

メールやFAXにより情報共有しています。また、高齢者等には、地域包括支援センターが

行っている見守り活動の中で、事務局から構成員に共有している消費者被害の情報等を口

頭で伝えるなどして注意喚起を行っています。

今後、センターが発行している消費者トラブルに関する注意喚起のチラシ等についても、

高齢者等に直接届けられるようにしたいと考えています。

◆課題

年１回程度の会議の開催だけでなく、構成員同士で意見交換等ができる場を作りたいと考え

ていますが、協議会として具体的にどのような活動を進めていくのがよいのか、今後の検討課

題だと感じています。

担当者の声

これまでも、庁内での情報共有はある程度されていましたが、何かあった際の相談体制とし

ては弱く、体制が十分に整っているとはいえませんでした。しかし、協議会ができたことに

よって、庁内の意識として高齢者等の見守り活動が組織的な取組と捉えられるようになり、関

係部局との情報交換がしやすくなりました。また、これまで、直接的に関わることがなかった

駐在所の方とも、協議会をきっかけに連携が図りやすくなりました。

設置に当たり、構成員にどのように説明すれば理解を得やすいのか分からなかったため、徳

島市消費生活センターに相談し、アドバイスを頂きながら準備を進めました。そのほか、消費

者庁のウェブサイトに掲載されている「「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 」を参考に

しました。

設立会議当日は、これまでの活動と協議会設置後の活動がどのように変わるのかについて、

ネットワークの活動のイメージ図を用いて説明し、構成員の理解を得ました。また、会議当日

の構成員への説明資料は「改正消費者安全法の実施に係る地方消費者行政ガイドライン」から

引用して作成しました。

苦労した点・工夫した点 など

今後の活動・課題 など
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佐那河内村見守りネットワーク 構成員一覧

１
佐那河内村地域包括支援センター
（特別養護老人ホーム健祥会ハイジ）

２ 社会福祉法人佐那河内村社会福祉協議会

３ 徳島中央警察署

４ 佐那河内村消費者協会

５ 徳島市消費生活センター

６ 佐那河内村健康福祉課

７ 佐那河内村産業環境課

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島
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・開催日時：平成30年９月20日(木) 午後2時～午後3時

・開催場所：佐那河内村役場 １階 大会議室

・出席者：

佐那河内村地域包括支援センター（特別養護老人ホーム健祥会ハイジ）

佐那河内村社会福祉協議会 （欠席）

徳島中央警察署 警備課

徳島中央警察署 佐那河内駐在所

佐那河内村消費者協会

徳島市消費生活センター

生活支援コーディネーター

佐那河内村健康福祉課

佐那河内村産業環境課

オブザーバー

消費者庁消費者行政新未来創造オフィス

徳島県消費者くらし政策課

○村役場産業環境課担当者より、消費者安全確保地域協議会(以下、佐那河内村見守りネット

ワーク」)について説明

佐那河内村見守りネットワークの構成団体は、以下のとおりです。

・佐那河内村地域包括支援センター（特別養護老人ホーム健祥会ハイジ）

・佐那河内村社会福祉協議会

・徳島中央警察署

・佐那河内村消費者協会

・徳島市消費生活センター

・佐那河内村健康福祉課

・佐那河内村産業環境課

なお、生活支援コーディネーターは、上記構成団体に所属しています。

それぞれの組織の担当者が参加し、消費者が特殊詐欺等の被害に遭わないよう未然防止

を図るために組織します。

・生活支援体制整備事業協議体を、消費者安全法第11条の３第１項の規定に基づく、

「消費者安全確保地域協議会」として位置付けさせていただきたい旨を説明し、出席者

からは特に反対意見はなく、協議会の設立について御了承をいただきました。

佐那河内村見守りネットワーク設立会議 議事録（概要）
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＜横の連携の重要性＞

・高齢者の消費者被害が増加する中、自分たちの力だけで被害を防止することは困難です。

様々な団体が個々に同じような活動をしていますが、これまでは横の連携がありませんで

した。横の連携を図ることによって、消費者被害を防止していくことが重要です。今後、

協議会の活動を通して、各種団体の方と相談し、横の連携を図りながら見守り活動ができ

るようにすることは、非常に良いことであり、心強いことだと思います。

＜被害回復の難しさと未然防止の重要性＞

・消費者被害で損失したお金を取り戻すことは困難です。このため、周囲が消費者被害に気

付き、水際で食い止めることが重要であると考えています。

＜福祉部局の既存のネットワークとの関係性＞

・福祉部局に既存の高齢者の見守りネットワーク会議があります。その既存のネットワーク

と協議会を相互に活用できたら、効率的な見守り活動につながると思います。今後は、協

議会とも連携を図り、高齢者の消費者被害の防止に取り組んでいきたいと思います。

＜訪問時の取組＞

・軽度の認知症等の段階は、消費者被害に遭いやすいと感じています。訪問時に啓発グッズ

等を配布するなど、今後、何ができるか検討したいと考えています。

・これまでも高齢者宅への訪問等の見守り活動を行っていましたが、消費者被害の観点はあ

りませんでした。今後は、訪問時に消費者被害の話を含めるなど検討していきたいと考え

ています。

＜個人情報の共有＞

・構成員間で個人情報の共有ができることは意義があることです。これまでは消費者被害に

気付いても、業務上知り得た情報は個人情報保護の観点から共有できませんでしたが、協

議会は個人情報を共有することができます。今後は、制度を活用して実効性のある見守り

活動が行えると思います。

＜情報発信・情報共有＞

・事務局から構成員に対して定期的に情報を発信していただければ、その情報を地域で浸透

させるよう協力したいと思います。

＜孤立している高齢者への見守りの困難さ＞

・地域のイベントや会合等に参加しない「孤立している高齢者」への見守りが難しいと感じ

ています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島

４．設立会議における構成員からの主な意見
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＜相談先の明確化＞

・協議会ができたことで、相談先が明確になるというのは良いことだと思います。お年寄り

が何か不安に感じた際に消費生活センターに相談しに行って、対応などについて話を聞け

たら安心すると思います。

＜信頼関係を崩さないための高齢者等との距離感＞

・事業者が高齢者等に優しく接してくる場合、だまされていることに気付いても断れないケ

ースがあります。そのようなときは、マニュアル的に「何か変わったことはないですか。」

と聞いても「ありません。」と返ってくるだけなので、日常生活に踏み込んで話をすること

が重要だと思います。ただし、あまり踏み込みすぎると信頼関係が壊れてしまうので、家の

様子をしっかり伺うなど適度な距離感を保つのがよいと思います。

＜孤立している高齢者への見守りと関係機関の連携の重要性＞

・情報が届いていない孤立している高齢者などは、被害に遭っていても相談していないだけ

で、どうにかしなければならないと感じています。また、孤立している方は誰も見守るこ

とができていないので、誰かが気付いて、お世話をすることが必要だと思います。こうし

た取組は、一つの組織だけでは地域全体に目が行き届かないと思います。そのため、見守

りネットワークが設立されたことは地域にとって有り難いことで、見守り活動は重要だと

思います。関係機関が協力し、横の連携を十分に図りながら、被害に遭わないように見守

っていきたいと思います。

＜協議会設立の意義と情報共有＞

・見守りネットワークの会議に出席したことで、高齢者等にも分かりやすい注意喚起のチラ

シや広報誌があることを知ることができました。所属している組織の会合があるときに、

こうした情報を共有できたら良いと思います。

＜情報発信・情報共有＞

・地域の人に知らせたい最近の手口や注意するポイントを積極的に提供し、構成員を通じて

地域の人に広めたいと考えています。

・高齢者が読みやすいように、大きな文字で書かれた一枚物の注意喚起のチラシがあれば良

いと思います。

・所属している組織の総会の際に、特殊詐欺や悪質商法への対応を読み上げたり、新聞に掲

載された消費者被害の記事を紹介しています。

「消費者安全確保地域協議会」設置事例集 in 徳島
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