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野洲市の紹介

総人口：51,270人
世帯数：20,325戸

高齢化率：25.63％
（2019.6.1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）

家計相談支援

（自立相談と一体的実施）

学習支援

（一部委託）

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

平成31年度市民生活相談課の業務・体制

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

＜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）

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

モデル事業
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相談窓口の変遷
H11 H21 H23 H25 H27 H28

消費生活相談

多重債務者包括的支援プロジェクト

パーソナル
・サポート
・サービス
モデル事業

生活困窮者
自立促進支援
モデル事業

生活困窮者
自立支援法

野洲市くらし
支えあい条例
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野洲市相談件数変遷

多重債務件数 PS・生困新規件数 消費件数

架空請求
ハガキ急増

多重債務対
策連絡会

市民生活
相談室設置

多重債務者包括的
支援プロジェクト

消費生活相談員
２名体制

消費生活
相談設置
１名体制
週３日

悪質リフォーム
詐欺急増

消費生活
相談設置
週５日

市町村合併
野洲市に

生活困窮者自立促進
支援モデル事業

スタート

市民生活相
談課に昇格

生活困窮者
自立支援法施行

パーソナル・サポート・
サービス モデル事業

スタート
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被害救済金額（交付金活用9年間分）

年度 相談件数 救済金額 過払い金回収額

２２年 ８２８ ６，４０２万円 １億１万円
２３年 １，０１８ ２，７３５万円 ９，５１７万円
２４年 ８９２ ７，１０９万円 ７４７万円
２５年 ８９９ ９，７３９万円 ５００万円
２６年 ８０７ ４，３０３万円
２７年 ９５４ ４，９１７万円 ３，０８９万円
２８年 ９６０ ２，８４８万円 ３，３８５万円
２９年 １，０６９ １，５５０万円 ２，１９６万円
３０年 １，２５８ ２，３７９万円 １，８７２万円
合計 ８，６８５件 ４億１，９７９万円 ３億１，３０７万円
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平成３１年度 事業予算＆スタッフ

・市民法律相談運営費：無料法律相談 59.3万円（市費59.3万円）

・消費者行政推進事業費：消費生活相談 771.3万円
（消費者庁 消費者行政活性化交付金478万円）
（市費293.3万円）

・生活困窮者支援事業費：生活困窮者支援 2565.6万円
（厚労省 国庫負担996.2万円 補助761.1万円）（市費808.2万円）
うち、住居確保給付金 100万円（厚労省 国庫負担3/4 75万円／市費25万円）

・ハローワークとの一体的実施（やすワーク）
（アクションプラン 厚生労働省労働局 10/10）

課長 正規正規
生困
嘱託

消費
嘱託

生困
嘱託

社会
福祉主事

正規
※

(研修派遣)
社会福祉
協議会

生困
臨時

※課長以下４人の正規職員の人件費除く

消費生活
専門相談員
消費生活

アドバイザー

FP技能士 消費生活
専門相談員

正規

FP技能士 FP技能士
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消費者行政活性化交付金478万円

平成３１年度

○消費生活相談体制整備事業 86.4万円

・消費生活相談員拡充事業（相談員の報酬の一部）

○地域社会における消費者問題解決力強化(消費者の安心・安全)270.6万円
・訪問販売登録制度等の啓発及び運用
・野洲市くらし支えあい条例に関する行政処分、行政指導等
・見守り等の活動の強化・推進事業
・三方よし経営推進事業
・いのちを守る多重債務対策事業

○地域社会における消費者問題解決力強化（連携強化）121万円
・地域に法律を届ける仕組みづくり事業
・子ども、若者に対する消費者教育推進事業
・市民生活総合支援推進委員会の関係課連携強化
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野洲市消費者安全確保地域協議会
見守りネットワークについて
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個人情報を活用
する しない

野洲市
消費生活センター

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

野洲市消費者
安全確保地域協議会

野洲市見守りネットワーク

事業者・団体等
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特 徴

○個人情報の活用
・消費者庁や警察から提供された個人情報をベースに見守りリストを

作成し、構成員に配布して見守り等の活動に活用している。

・関係機関から提供を受けた情報を分析し、市の保有する情報を突
合させることで、配慮が必要な市民（＝見守りが必要な市民）を
抽出することができる。ピンポイントで見守ることで、効果的な見
守りを行うことができる。

○福祉部局や関係機関と連携した見守り等の活動の実施
・市の福祉部局と連携し、見守り等の活動を行う。
・消費生活センターだけでは、見守り等を活動を行うことができない。
・一人の対象者に対し、さまざまな角度からの見守り等の活動を行うこ

とが重要。
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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。
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悪質業者
消費者庁等①押収した顧客名簿

行政
処分等

野洲市消費者安全確保地域協議会

(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

情報を元に全体会議・担当者会議を招集

③顧客名簿
情報提供
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消
費
者
安
全
確
保
地
域
協
議
会

①押収した名簿

②名簿情報
提供の要請

③名簿情報
の提供

詐欺犯 警察

野洲市消費生活センター
（地域協議会事務局）

《消費者安全法第11条の４第３項》
（協議会の事務等）
３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及
び協議を行うため必要があると認めるとき、
又は構成員が行う消費者安全の確保のための
取組に関し他の構成員から要請があった場合
その他の内閣府令で定める場合において必要
があると認めるときは、構成員に対し、消費
生活上特に配慮を要する消費者に関する情報
の提供、意見の表明その他の必要な協力を求
めることができる。

捜査
逮捕
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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

担当者会議

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）

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。

民生委員児童委員
守山警察署
障がい者自立支援課

高齢福祉課
地域包括支援センター
健康推進課

14



15



市の福祉部局
障がい者自立支援課

健康推進課
地域包括支援センター

高齢福祉課

民生委員児童委員

守山警察署

個人情報の提供を行っている機関
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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 18



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 20



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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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
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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
野洲市老人クラブ連合会 様
NPO法人篠原シニアネット 様

協定を締結した団体等
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
滋賀弁護士会 様
フードバンクびわ湖 様
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 様
一般社団法人やす地域共生社会推進協会 様 23
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○ 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 
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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年度、２団体に対し委嘱を行った。

原 則 委 嘱

要配慮市民等

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。

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

通
報

異変の発見 事業者・団体

26



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

27



相談事例

●概要・相談者／80歳代 ・被害金額／20万円 ・相談受付日／30年7月
●事案：原野商法の二次被害。4月に営業員が相談者の所有する原野Ａを700
万円で買い取ると勧誘し自宅訪問。承諾した相談者は不動産売買契約書に署名
した。6月に営業員が再度訪問し「書類を差し替える」と言うので相談者は数
枚の書類に署名押印した。また手数料が必要と言われて20万円支払った。一
方「300万円支払えば相続税対策ができる」と勧められたが断った。後日書
類を確認すると、相談者が所有する原野Ａの売却に関する契約書のほか、業者
が所有する原野Ｂを720万円で相談者が購入するという契約書が見つかった。

●処理内容 特定商取引法によるクーリング・オフ通知 あっせん開始

●特定商取引法に該当すると考えられる項目
①氏名等の不明示
②老人その他の者の判断力の不足に乗じた契約の締結
③書面不交付
④不実告知
⑤故意の事実不告知
⑥債務の履行拒否・遅延

28



条例19条の公表

第19条 市長は、消費者からの苦情の処理のために必要があると認め
るときは、事業者等その他の関係者に対し、消費生活センターへの来
庁及び説明又は商品等の品質及び表示、営業の方法等に関する資料の
提出を求めることができる。

２ 市長は、前項の関係者が説明又は同項の資料の提出を拒んだ場合で
あって、同項の消費者の同意があるときは、当該消費者の苦情の内容
並びに当該関係者の氏名又は名称及び住所又は所在地を公表すること
ができる。

３ 市長は、前項の規定による公表をしようするときは、あらかじめ、
第１項の関係者にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べ
る機会を与えなければならない。

●平成30年8月28日 条例第19条1項の規定により通知
●平成30年11月16日 条例第19条2項の規定により社名公表

三宝建設不動産株式会社

29



条例第２２条の規定

第22条 市長は、法その他の関係法律の規定に違反する事実がある場合において、その是正のためにされ
るべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。）がされていないと思
料するときは、行政手続法（平成５年法律第88号）第36条の３第１項の規定に基づき、当該処分をする
権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分
又は行政指導をすることを求めるものとする。

２ 市長は、行政手続法第36条の３第３項の規定による当該行政庁又は行政機関の調査の結果及び当該処
分又は行政指導をした旨の通知があったときは、その通知の内容を公表するものとする。

３ 市長は、前項の通知の内容に関し疑義があると思料するときは、当該行政庁又は行政機関に対し、質問
をし、これに対する回答の内容（当該回答がなかったときは、その旨）を公表するものとする。

４ 市長は、第２項の通知がなかったときは、当該行政庁又は行政機関に対し、当該通知を行わなかった理
由の説明を求め、これに対する回答の内容（当該回答がなかったときは、その旨）を公表するものとする。

５ 前項の規定は、当該行政庁又は行政機関の調査が行われなかった場合及び当該処分又は行政指導が行わ
れなかった場合について準用する。

６ 前各項の規定は、法第28条第１項の規定その他規則で定める法律の規定又は行政手続法第36条の３第
１項の規定に相当する滋賀県その他の地方公共団体の条例の規定に基づき、市長が求める場合について準
用する。

７ 市長は、本市の区域内における消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、
滋賀県知事に対し、法第44条第１項の規定による要請を行うよう求め、滋賀県知事が同条第４項の規定
による通知を受けたときは直ちにその通知の内容を市長に報告するよう求めるものとする。

８ 市長は、前項の規定による報告があったときは、その報告の内容を公表するものとする。
９ 第４項の規定は、滋賀県知事が第７項の要請をしなかった場合及び同項の規定による報告をしなかった

場合について準用する。
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説明の求め等
（第19条第１項）

来訪した 来訪しなかった

説明等に問題はない 説明等に問題がある
処分等の求めの検討

（第22条
社名等の公表の検討
（第19条第２項）

行政庁（消費者庁）
への申出書の提出

意見を述べる機会の
付与の手続実施

（第19条第３項）

Q.説明等の問題があるとは

A.次の事項等を総合的に勘案して決定する。

・財産被害について被害回復がなされたか。

・連絡等が今まで取れなかった理由は何か。

・営業行為等の問題点について根拠のある説明があるか。

・営業行為等の問題点について改善の意思があるか。

また具体的かつ効果的な改善案の説明がなされるか。

・相談が増加している現状について具体的な対応策が

示されているか。

・その他消費者被害の未然・拡大防止のために必要な事

項。

※備考

第19条第２項と公表と第22条の処分等の求めは同時

に行うことが可能である。今回は、条例第19条を活

用し、その後、第22条の検討を行うこととする。31



条例第22条の活用

●平成30年9月18日
消費者庁に対し、野洲市くらし支えあい条例第22条第６項の規定によ
り、特定商取引に関する法律第60条第１項に基づく申出を行う。

●平成31年3月11日
消費者庁からの回答について公表
①野洲市長から送られた法第60条第１項に基づく申出書については受

領している。
②本件申出については、適正に対応している。
③個別事案の問合せについては、法執行に支障が生じる恐れがあるため

回答は差し控えさせていただく。

【22条4項】
市長は、第２項の通知がなかったときは、当該行政庁又は行政機関に対し、当該通知を
行わなかった理由の説明を求め、これに対する回答の内容（当該回答がなかったときは、
その旨）を公表するものとする。

32



消費者安全法第44条の規定

第四十四条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内における消費者被害の発
生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対
し、消費者安全の確保に関し必要な措置の実施を要請することができる。こ
の場合においては、当該要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面
を添えなければならない。

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による要請（以下この条において「措置要
請」という。）を受けた場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を
図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置があるときは、当該措置
の実施に関する事務を所掌する大臣に同項の書面を回付しなければならない。

３ 前項の規定による回付を受けた大臣は、内閣総理大臣に対し、当該措置要
請に係る措置の内容の全部又は一部を実現することとなる措置を実施するこ
ととするときはその旨を、当該措置要請に係る措置の内容の全部又は一部を
実現することとなる措置を実施する必要がないと認めるときはその旨及びそ
の理由を、遅滞なく、通知しなければならない。

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、その内容を、遅
滞なく、当該措置要請をした都道府県知事に通知しなければならない。
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市町村への支援（消費者被害の拡大防止）

①小さい市町村では、相談件数が少なく情報が集まらず、
行政処分を実施する能力やノウハウがない。

②そこで、市町村が、事業者の違法行為を速やかに国に通
知し、国が適切に回答することで、国と地方公共団体との
情報のさらなる一元化が可能となる。

③国からの回答を公表することで、国と地方公共団体の連
携を対外的に示すこととなり、事業者の違法行為の減少や
消費者安全確保地域協議会を活用した市民への情報提供に
よる被害の拡大防止につながる。

④第44条において、要請の主体を都道府県知事のみに限定
するのではなく、市町村長も加えることで、国はしっかり
と市町消費者行政の現場を支えてほしい。

34



消費者安全法8条（義務的事務）

35

（都道府県及び市町村による消費生活相談等の事務の実施）

●法第8条1項に都道府県の事務が規程されており、消費者
からの苦情相談やあっせんについては、各市町村の区域を
超えた広域的な見地を必要とするもの、とされている。

●法8条2項に市町村の事務が規定されており、消費者から
の苦情相談やあっせんについて行なうこと、とされている。

●現状は、消費者からの相談の多くが市町村に集まる状況を
踏まえると、市町村が集めた情報があるからこそ、違法行
為等を発見し法44条の通報ができるのであって、これは
国の施策に資するものである。

●よって、法44条に市町村長を入れることは合理的である。



消費者安全法１２条（義務的事務）

36

（消費者事故等の発生に関する情報の集約等）

●法12条1項
重大事故等が発生した情報を得たときは、直ちに内閣総理大
臣に対し通知しなければならない。
●法12条2項
消費者事故等が発生した情報を得た場合において、被害拡大
又は同種等の消費者事故等が発生するおそれがあると認める
ときは、事項を通知するものとする。
●法12条4項
これらの通知に代えて、パイオネットへの入力により通知し
たものとみなす。
⇒国はパイオネット入力を義務付けることで情報収集を行
なっている。



地方財政法第10条

37

（国がその全部又は一部を負担する法令に基づいて実施しなければな
らない事務に要する経費）

●地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であっ
て、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円
滑な運営を期するためには、なお国が進んで経費を負担する必要が
ある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を
負担する。

①法令に基づいて実施しなければならない事務
②国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務
③円滑な運営を期するため

【消費者安全法8条】
苦情相談、あっせん、情報収集及び住民への情報提供、
消費者事故等の情報交換、連絡調整

【消費者安全法12条】
重大事故、消費者事故等の通知、パイオネットへの入力



まとめ

38

●消費者行政の一丁目一番地は、消費者からの相談を受け
ることである。

●相談を受けあっせんをすることで被害実態の把握や分析
ができ、被害防止のための啓発をすることができる。

●相談現場において苦情相談を収集しなければ、重大事故
や消費者事故等の発見も出来ず通報にもつながらない。

●国は直接相談を受けていないため、地方自治体からの情
報（パイオネット入力情報等）がなければ何も動けな
い。

●相談業務は、消費者安全法に基づく事務であって、国と
地方自治体は相互の利害に関係があり、円滑な運営を期
するため国が進んで経費を負担する必要があるのではな
いか。
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