
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

構
成
員

決
定

「消費者庁イラスト集」より
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◆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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