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総人口：51,015人

世帯数：19,903戸

高齢化率：25.54％

（2018.10.1現在）



総合相談窓口

生活困窮相談

（自立相談支援事業）

住居確保給付金

やすワーク

（アクションプラン）

家計改善支援

（自立相談と一体的実施）

子どもの学習支援

（一部民間委託）

専門相談

法律相談

税務相談

行政書士相談

行政相談

消費生活相談

市民相談

再就職や転職のために居住の確保が
必要な者へ就職活動を支えるための
家賃費用を有期で給付

市役所内にハローワークを設置し、
就労支援と生活支援を一体的に提供
し、就労を目指す

貧困の連鎖を断ち切るために、地域
でこどもの学習機会の場を確保し、
生活困窮状態への予防を兼ねて困窮
世帯への生活支援を充実させる

必須
必須

多重債務等家計に課題のある者に
対し家計再建に向けたきめ細かな
相談・支援・資金貸付の斡旋を行う

多機関の協働による

包括的支援体制構築事業

現状では適切なサービスを受けるこ
とができない様々な対象者を捉え、
いわゆる「たらい回し」といった事
態が生じないよう、包括的に受け止
めるための相談体制の構築を図る

拡充

＜職員体制＞
・正規職員４名 ・派遣正規職員（社会福祉協議会）1名
・嘱託消費生活相談員1名（消費者行政推進事業）
・嘱託相談員2名（生活困窮者支援事業）
・相談支援包括化推進員2名（内/1名サービスセンター配置）



消費者安全法第11条の３から第11条の６、第53条に消費者安全確保地域協議会の規定がある。

→消費者安全確保地域協議会の基本的事項について規定。

消費者安全法

野洲市くらし支えあい条例第８条に野洲市消費者安全確保地域協議会を設置することを規定。

→野洲市消費者安全確保地域協議会の設置の根拠規定。

野洲市くらし支えあい条例

協議会の運営に必要な事項を規定するもの。

→協議会の組織等に関する規定。

野洲市消費者安全確保地域協議会要綱

消費者安全法や野洲市消費者安全確保地域協議会要綱をわかりやすくまとめたもの。

→野洲市消費者安全確保地域協議会要綱第10条にマニュアルの根拠がある。

野洲市消費者安全確保地域協議会事務取扱マニュアル



悪質業者
消費者庁等①押収した顧客名簿

③顧客名簿
情報提供

野洲市消費者安全確保地域協議会

行政
処分等

(1) 提供された顧客名簿情報の管理に関すること。
(2) 見守り等の対象となる者の選定に関すること。
(3) 見守りリストの作成及び管理に関すること。
(4) 見守りリストの提供の要請に対する提供の決定
に関すること。

(5) 全体会議及び担当者会議の構成員名簿の作成
及び管理に関すること。

(6) 見守り等の実施状況の管理に関すること。
(7) 全体会議及び担当者会議の開催及び関係機関
との連絡調整に関すること。

(8) その他協議会の運営に必要なこと。

事務局：野洲市消費生活センター

②顧客名簿
情報の要請

情報を元に担当者会議を招集



担当者会議 全体会議

(1) 見守りリストの提供の要請に関すること。
(2) 市の区域内で発生している消費者被害の状況
及び傾向に関する調査並びに分析に関すること。

(3) 見守り等の事例の集積及び分析並びに見守り
等の課題の検討に関すること。

(4) その他見守り等を効果的かつ円滑に図るため
に必要なこと。

概 要

会長及び構成員の代表者が参加する会議

構 成 員

協議会の構成員のうち会長が指名する機関又は
団体が推薦する者

所掌事項

概 要

見守り等の対象となる者に関わる構成員のみが
参加する会議

構成員と所掌事項

消費生活センター（事務局）

民生委員児童委員
守山警察署
障がい者自立支援課

障がい高齢

(1) 見守りリストの提供の要請に関すること。
(2) 見守り等の実施方法の検討及び方針の決定
に関すること。

(3) 見守り等により把握した情報の共有及び事
務局への報告に関すること。

(4) その他見守り等の対象となる者の消費者安
全の確保を効果的かつ円滑に図るために必
要なこと。

高齢福祉課
地域包括支援センター
健康推進課



見守りリストの作成と提供（個人情報の活用）

・消費者庁からの情報提供・・・・・・・・・・・法第11条の２第１項

→消費者安全法に基づき、消費者庁が保有する野洲市民の情報の提供を求める。

・警察からの情報提供・・・・・・・・・・・・・法第11条の４第３項

→消費者安全法に基づき、警察が保有する詐欺に関する野洲市民の情報の提供を

求める。

・市が保有する情報の活用・・・・・・・・・・・法第11条の４第３項
→消費者庁と警察から提供された情報をベースに市が保有する情報（介護保険台

帳や障害に関する手帳交付台帳に記載された情報、PIO-NET情報等）を突合

させ、見守りリストを作成する。

・構成員への見守りリストの提供・・・・・・・・法第11条の４第３項

→作成した見守りリストを必要に応じて構成員に提供する。



福祉部局と連携した見守り等の活動

・市の福祉部局（地域包括支援センター、高齢福祉課、障がい者自立支援

課、健康推進課）のほか、野洲市民生委員児童委員協議会と連携し、見
守り等の活動を行う。
→各部署の業務や団体の取組の特徴に合わせた見守り等の活動を検討し、これに

合わせた見守りリストを提供を行う。

主に訪問を行う機関 主に相談や検診等の
業務を行う機関

主に手帳の発行や
サービスの提供の
決定を行う機関

地域包括支
援センター

民生委員
児童委員

障がい者
自立支援課

高齢福祉課 健康推進課
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当初の課題

情報の提供のプロセスの確立と共有

具体的な見守り等の活動

①個人情報の保管の方法

②構成員への情報の提供方法

③守秘義務の周知等の方法

①機材等の購入

②マニュアルの作成

③説明会の開催

①構成員の活動内容の理解

民生委員児童委員がどのような活動を行っているのかを確認することで、
必要十分なリストの提供や効果的な活動を行うことができる。
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取組の概要

・情報の保管等を行う、パソコンや保存媒体等を整備した。

・野洲市消費者安全確保地域協議会の全体会議を３回開催した。

・協議会の運営方法や見守りリストの提供方法を協議会の構成員で共有するた
め、野洲市消費者安全確保地域協議会事務取扱マニュアルを作成し、協議会
全体会議の承認を受けた。

・平成２９年７月に実施した第２回全体会議で見守りリストの提供について議
決し、同年８月に担当者会議の構成員（守山警察署、野洲市民生委員児童委
員協議会、障がい者自立支援課、地域包括支援センター、高齢福祉課、健康
推進課）に対し、見守りリストの提供を行った。

・民生委員児童委員協議会役員会及び野洲市内６学区の民生委員児童委員協議
会定例会に参加し、見守りリストの注意事項の説明と提供を行った。

・見守りリストの提供を受けた構成員が、構成員ごとの特色を活かした見守り
等の活動を行った。

・各構成員から見守り等の活動の実施状況や改善点等の報告を受けた。
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各学区の民生委員児童委員

Ａ学区のリストを
ください。

事務局

野洲市民生委員
児童委員協議会

④回答①依頼

③回答②通知

⑤見守りリストの
提供と受領

見守りリストの提供

◎見守り等の活動の協力依頼

野洲市民生委員児童委員協議会役

員会へ出席し、説明と依頼を行う。

→現在６学区全てに対して、見守

りリストの提供を行っている。

◎見守りリストの提供

６学区で行われている全ての民生

委員が参加する定

例会に出席し、説

明会を開催する。

・協議会に関する

Q＆Aを作成。

・特殊詐欺等の出

前講座を開催。
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出前講座の実施

◎情報提供時に出前講座を実施

情報提供時に対象者の異変の具体

例として、特殊詐欺や消費生活相

談に関する出前講座を実施する。

野洲市作成資料
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見守り等の活動について

◎個別訪問等に関する見守り等の活動

・高齢者訪問、子育て訪問、防火訪問を行う際に、詐欺被害防止の啓発パンフ

レットを配布するとともに、対象者については聞き取り等を行った。

・今まで関わりがなかった対象者に対し、１００歳体操やふれあいサロンに案

内することで、対象者と関わりを持つことが可能となった。これにより、個

別訪問もできるようになった。

◎民生委員から相談がつながった例

・架空請求はがきに騙され、相手方と連絡を取ったあとで民生委員に相談が入

ったケースについて、民生委員から消費生活センターへ相談がつながったこ

とによって未遂で被害を止めることができた。

◎民生委員間での情報の共有

・住民より寄せられた詐欺の未遂情報等を定例会の中で共有している事例が見

られた。
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地域包括支援センターの取組

・地域包括支援センターでは、通常行っている高齢者訪問やプランナーの訪問の
際に、対象者宅を訪問し、聞き取りを行った。
→健康状態の確認、部屋の状況（不審な布団や健康器具、健康食品等の有無）、
最近かかってきた電話の内容、金銭の管理状況、家族関係など詳細な聞き取
りがなされている。

→聞き取りの結果、いずれのケースも異常なしとの報告が消費生活センターに
なされている。

障がい者自立支援課の取組

・障がい者自立支援課が記録に使用している相談記録システム
において、対象者の相談カードに「消費者被害の可能性」と
いうフラグ立てを行うことで、相談員が相談の際に聞き取り
が行えるようにした。
→実際の聞き取りの結果、対象者について異変なしとの報告
が消費生活センターになされている。

構成員からの報告書
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・野洲市くらし支えあい条例第２７条に基づき、事業者及び自治組織等の協力を得て、
高齢者や障がい者、子ども、生活困窮者等の対象者が住み慣れた地域で安心して安全
に暮らせるよう見守り・支えあう仕組み。
→リストを用いたコアな見守りではなく、緩やかな見守り活動を目指す。

野洲市見守りネットワーク協定

株式会社エコシティサービス 様
大阪ガス株式会社 様
おうみ冨士農業協同組合 様
有限会社北村新聞店 様
京滋ヤクルト販売株式会社 様
湖東開発株式会社 様
株式会社滋賀銀行 様
滋賀中央信用金庫 様
生活協同組合コープしが 様
有限会社たちいり 読売センター野洲 様
西日本電信電話株式会社 様
株式会社平和堂 様
野洲市内郵便局及び幸津川郵便局 様
滋賀県ＬＰガス協会 様
守山野洲医師会 様
野洲市社会福祉協議会 様
野洲市商工会 様

協定を締結した団体等
野洲市老人クラブ連合会 様
NPO法人篠原シニネット 様
株式会社沙門 朝日新聞サービスアンカー草津西 様
株式会社OVO ピタットハウス野洲店 様
からだ元気治療院 心陽守山店 様
KDDI株式会社 コンシューマ関西支社 コンシューマ滋賀支店 様
株式会社京都銀行 守山支店 様
第一生命保険株式会社 滋賀支社 様
株式会社ダスキン クリーン・ケア営業本部 近畿地域本部 様
明治安田生命保険相互会社 滋賀支社 様
ヤマト運輸株式会社 滋賀主管支店 様
株式会社ポーラ 京都センター 様
野洲市国際協会 様
親子英語サークルHoney 様
滋賀県司法書士会 様
株式会社きずな 様
特定非営利活動法人ふれあいワーカーズ 様
一般社団法人滋賀県財産管理承継センター 様



野洲市見守りネットワーク連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 対象者の異変とは ○ 

□訪問時はいつも玄関に出てくるのに、玄関に施錠もなく呼び出

しても応答がない。 

□郵便受けに新聞や郵便物がたまっている。 

□見慣れない人が家に出入りするようになった。 

□買い物に来たとき又は配達したときに、お金の勘定が出来ない、

同じものを頻繁に購入しているなど様子がおかしい。 

□金融機関でまとまったお金を下ろそうとする。 

□コンビニで高額な電子マネーを購入しようとする。 

□宅配便を届けたときに、頼んだ覚えがない商品だと不審がる。 

□老人会といった地域の集まりや行事にいつも参加しているの

に、急に来なくなった。 

警察 110 番 

消防・救急 

119 番 

 

《 通 報 窓 口 》 

市民生活相談課 587-6063 

※通報内容を振り分け、連絡 

《障がい者虐待》 

地域生活支援室 

587-6169 

《高齢者虐待》 

地域包括支援センター 

588-2337 

《児童虐待》 

家庭児童相談室 

587-6140 

◎平日 8：30～17：15 

□ゴミをうまく分別できなくなった、またゴミをため込むようになった。 

□頻繁に罵声が聞こえたり、物を投げる音がするなど、虐待、暴行を受

けているおそれがあると思われたとき。 

□服装が不自然なまま外出している。 

□家賃や自治会費等の支払ができず、生活に困っているようだ。 

□常に泣き声が聞こえる。 

□不自然なあざややけどがある。 

□衣類や身体が不潔である。 

□無表情や大人を見るとおびえる様子が見受けられる。 

□早朝、夜間に子どもが一人で歩いている。 

□その他、異変等が発生していると推測できる状況のとき。 

事業者・関係機関等 

 
緊急時！ 

 【野洲市役所代表】587-1121 
※担当課から折り返し連絡します。 

◎土、日、休日、開庁以外の時間 

個
人
情
報
に
配
慮
の
上
、 

通
報
者
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク 

虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合 

 



消費生活協力団体の委嘱

・見守りネットワーク協定団体等に対し、消費者安全法第１１条の７第１項の
消費生活協力団体の委嘱を行う。
→平成３０年１０月１日現在、２団体に対し委嘱を行った。

原 則 委 嘱

要配慮市民等

通
報

個人情報保護法による制限
→生命・身体・財産の危険
が要件となる。

異変の発見

要配慮市民等

事業者・団体

通
報

個人情報保護法による制限の解除
→委嘱により市役所への情報共有
が可能となる。

異変の発見事業者・団体



野洲市見守りネットワーク協定

緩やかな見守りによって、地域で
困っている人（要配慮市民等）を
発見するためのネットワーク

野洲市消費生活センター

野洲市消費者
安全確保地域協議会

要配慮市民等

支
援

警察

健康推進課

民生委員
児童委員

障がい者自立支援課
地域包括支援センター

個人情報を活用したコアな見守り
活動を実施。見守りネットワーク
協定により通報のあった市民を見
守りの対象とすることもある。

事業者
団体等



参 考

◎野洲市市民部市民生活相談課の事業に関する資料集
http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/shiminseikatsusoudan/siryousyu/shir
yousyuu.html

◎野洲市くらし支えあい条例
http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/kur
ashisasaeaijyourei.pdf

◎野洲市消費者安全確保地域協議会要綱
http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/chiik
ikyougikaiyoukou.pdf

◎野洲市消費者安全確保地域協議会事務取扱マニュアル
http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/chiik
ikyougikaimanyuaru.pdf

◎野洲市見守りネットワーク“おせっかい”ネット「見守りのしおり」
http://www.city.yasu.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/18/mim
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