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都道府県が先行して設置し、各市町村における設置を支援している事例 

＜北海道＞ 

 

【協議会の名称】 

 北海道消費者被害防止ネットワーク 

 

【設置の背景・目的】 

 本ネットワーク設置当時（平成 15年）は布団や住宅リフォームなどの訪問販

売による消費者被害が多発したことに加え、あっせん困難な事案も多く、架空請

求事案が爆発的に増加し、各地の消費生活相談窓口における相談員の作業負担

や業務ストレスがピークに達していたこともあり、被害が発生してから事後的

対応･相談処理を行うという対応には限界があったことから、北海道として、関

係機関による組織的対応により、被害発生の未然防止に取り組む必要があると

の認識に至りました。 

 

【設置の経緯】消費者行政部局（センター）が中心となって組織 

 北海道環境生活部消費者安全課、北海道立消費生活センター及び北海道警察

本部が幹事となって、関係機関が消費者被害に関する情報を共有することで被

害発生の未然防止に取り組むための仕組みを構築しようと考え、平成 15年に本

ネットワークを発足させました。 

 その後、平成 26 年６月に消費者安全法が改正されたことから、平成 28 年３

月の定例会議において、本ネットワークを法定協議会として位置付けるための

設置要綱の改正を決議し、同年４月１日付けで施行しました。具体的には、設置

要綱第３条に「ネットワークは、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号）第 11

条の３第１項の規定による消費者安全確保地域協議会とする」旨を明記しまし

た。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 近年、地域ネットワークの構築に当たり福祉部門との連携が課題となってい

るところですが、本ネットワーク発足（平成 15年）においてはほとんど問題と

はなりませんでした。訪問販売や架空請求等による被害が深刻であるという問

題意識は、福祉関係機関･団体においても共有されていたことに加え、本ネット

ワークの仕組みが、構成機関・団体は特段の作業負担なく消費者被害や救済方法

に関する情報提供を受けられるものであるため、これらの機関・団体の理解を得

やすかったことが理由であると推測されます。 

 また、法定化に際し、幹事会において若干の議論（具体的な消費者の見守りや
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個人情報の共有を行う組織ではないこと及び守秘義務･罰則規定について）があ

ったものの、参加機関・団体による定例会議においては特段の議論なく承認され

ました。 

 

【法定協議会の設置年月日（消費者安全法に基づく協議会とした日）】 

 平成 28年４月１日 

 

【構成員】 

 別紙参照。 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

構成機関・団体による定例会議を毎年１回開催し、直近の消費者被害の状況、

行政措置の状況、及び「地域消費者被害防止ネットワーク」（市町村が設置する

消費者被害防止のためのネットワーク組織のこと。以下「地域ネットワーク」と

いいます。）の設立･活動状況について幹事から説明するほか、各構成機関･団体

から取組事例について報告いただき、構成機関･団体相互の情報共有を図ってい

ます。 

また、「北海道消費者被害防止ネットワークニュース」を事務局（北海道立消

費生活センター）から隔月で発行しており、最新の手口や国民生活センターの見

守り新鮮情報、地域ネットワークの状況等の情報を掲載しています。当該ネット

ワークニュースは、構成機関･団体のほか、消費者行政メーリング･リストを用い

て全市町村、地域ネットワークに配信されます。 

地域ネットワークでは、当該ネットワークニュースで得られた情報を各地域

ネットワークの構成機関･団体等に情報配信するほか、地元の町内会等で回覧す

るなど、消費者への情報提供に活用しています。 

さらに、協議会の幹事である北海道（消費者安全課及び道立消費生活センター）

では、地域ネットワークの新規設置のための働き掛けに取り組んでいます。具体

的には、道立消費生活センターに「消費者被害防止ネットワーク設置促進員」を

配置しているほか、「地域消費者被害防止ネットワークセミナー」の開催などに

より、これまで道内で 65の地域ネットワークが構築され、消費者被害の未然防

止のために活動しています。また、それらの地域ネットワークの活動の実態や地

域における見守りに向けた連携状況を調査し、優良事例を情報提供するととも

に活動活性化に向けた働き掛けを行うなど、地域ネットワークの組織運営の円

滑化と組織活動水準の維持に取り組んでいます。 

 

【今後の課題】 
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今後とも、地域ネットワーク未設置市町村での新規設置や、既存の地域ネット

ワークにおける活動の維持･強化、また、地域ネットワークの法定化に向けた働

き掛けを継続して行うとともに、地域における消費生活相談窓口と見守り関係

者との連携強化に向けた働き掛けについても、地域の特性を踏まえながら取り

組んでいきたいと考えているところです。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：5,401,210人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：28.9％ 

③ 消費者行政本課の職員数：21名 

④ 消費生活相談員数：12名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：5,908件（平成 27年度） 



北海道消費者被害防止ネットワーク（平成15年12月設置）
●消費者被害に関する情報収集及び構成機関への情報提供
●構成機関が行う消費者教育･啓発活動の支援
●その他消費者被害防止のため必要な活動

●被害情報の共有(構成機関関係団体等への周知)
●構成機関の被害防止の取組に係る情報共有
●地域消費者被害防止ﾈｯﾄﾜｰｸに関する情報共有

･北海道市長会
･北海道町村会

･北海道経済産業局
･北海道財務局

･札幌市市民まちづ
くり局市民生活部
消費生活課

･北海道保健福祉部
（高齢者保健福祉課、
障がい者保健福祉課、
福祉援護課）

･北海道町内会連合会
･北海道防犯協会連合会

･北海道教育庁学校教育局高校教育課
･日本私立大学協会北海道支部
･日本私立短期大学協会北海道支部
･日本私立専修学校各種学校連合会
･北海道高等学校長協会
･北海道特別支援学校長会
･北海道私立中学高等学校協会

･北海道消費者協会
･札幌消費者協会
･消費者支援ネット北海道
･全国消費生活相談員協会北海道支部
･日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ･
相談員協会北海道支部

･北海道生活協同組合連合会

･北海道弁護士連合会消費者保護委員会
･北海道ブロック司法書士協議会
･北海道行政書士会

･北海道社会福祉協議会
･札幌市社会福祉協議会
･北海道民生委員児童委員連盟
･札幌市民生委員児童委員協議会
･北海道老人クラブ連合会
･札幌市老人クラブ連合会
･北海道身体障害者福祉協会
･北海道視力障害者福祉連合会
･北海道ろうあ連盟
･札幌市視聴覚障がい者情報センター
･北海道ホームヘルプサービス協議会

･公正取引委員会事務総局北海道事務所

【幹事】
･北海道立消費生活センター
･北海道環境生活部消費者安全課
･北海道警察本部
（警察相談課、生活安全企画課、
生活経済課）

行政機関

教育関係

オブザーバー

福祉関係
消費者団体

司法関係

地域団体

●定例会議の開催
●ﾈｯﾄﾜｰｸﾆｭｰｽの発行
●その他の情報を随時提供

消費者被害の防止･早期救済

北海道　別紙１



郵便番号 所在地 電話番号

1 (社福)北海道社会福祉協議会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道　社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 011-241-3976

2 (社福)札幌市社会福祉協議会 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1-1 札幌市社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 011-614-3345

3 (公社)北海道ろうあ連盟 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動ｾﾝﾀｰビル4F 011-221-2695

4 (一社)北海道視力障害者福祉連合会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目　道民活動ｾﾝﾀｰビル4F 011-271-0380

5 札幌市視聴覚障がい者情報ｾﾝﾀｰ 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目 011-631-6747

6 (一社)北海道身体障害者福祉協会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動ｾﾝﾀｰビル4F 011-251-1551

7 （一社）北海道町内会連合会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目　北海道社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 011-271-3178

8 (公財)北海道民生委員児童委員連盟 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目　かでる２．７ 011-261-2181

9 (社福）札幌市民生委員児童委員協議会 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目1-1 札幌市社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 011-614-3344

10 (一財)北海道老人ｸﾗﾌﾞ連合会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目　かでる2.7　４Ｆ 011-271-6264

11 (一社)札幌市老人ｸﾗﾌﾞ連合会 060-0042 札幌市中央区大通西19丁目１－１　 札幌市社会福祉総合ｾﾝﾀｰ 011-614-0153

12 北海道ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ協議会 060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目 かでる2･7　３Ｆ 011-241-3976

13 (公財)北海道防犯協会連合会 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部内 011-232-1565

14 北海道市長会 060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目　北海道自治会館内 011-241-2803

15 北海道町村会 060-0004 札幌市中央区北4条西6丁目　北海道自治会館６Ｆ 011-241-7182

16 北海道弁護士会連合会消費者保護委員会 060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目　札幌弁護士会館7階 011-281-2428

17 北海道ﾌﾞﾛｯｸ司法書士協議会 060-0042 札幌市中央区大通西13丁目4番地 中菱ﾋﾞﾙ 011-281-3505

18 北海道行政書士会 060-0001 札幌市中央区北1条西10丁目１番４号　北1条サンマウンテンビル 011-221-1221

19 日本私立大学協会北海道支部 062-8605 札幌市豊平区旭町4丁目1-40　北海学園内 011-841-1161

20 日本私立短期大学協会北海道支部 004-8602 札幌市清田区清田4条1丁目4ｰ1 札幌国際大学短期大学部内 011-881-8844

21 (公社)北海道私立専修学校各種学校連合会 060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目 札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ5F 011-242-1955

22 北海道高等学校長協会 060-0004 札幌市中央区北4条西4丁目　加森ﾋﾞﾙ６Ｆ 011-222-1386

23 北海道特別支援学校長会 006-0829 札幌市手稲区手稲前田485番地3　北海道札幌高等養護学校 011-685-7744

24 北海道私立中学高等学校協会 060-0001 札幌市中央区北1条西6丁目　札幌ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ内 011-241-6651

25 北海道経済産業局産業部消費経済課 060-0808 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311（内2610）

26 財務省北海道財務局 060-8579 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 011-709-2311（内4391）

27 札幌市市民まちづくり局市民生活部消費者ｾﾝﾀｰ 060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 011-211-2245

28 (公社)札幌消費者協会 060-0808 札幌市北区北8条西3丁目 札幌ｴﾙﾌﾟﾗｻﾞ２Ｆ 011-728-8300

29 認定NPO法人消費者支援ネット北海道 060-0004 札幌市中央区北4条西12丁目 ほくろうビル4F 011-221-5884

30 (公社)全国消費生活相談員協会北海道支部 060-0042 札幌市中央区大通西18丁目1-43 ﾌﾟﾚｼﾞｬｰ大通西18-108 011-622-2725

31
(公社)日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ･ｺﾝｻ

ﾙﾀﾝﾄ･相談員協会北海道支部
060-0808

札幌市北区北８条西３丁目 札幌エルプラザ内 札

幌市市民活動ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ﾚﾀｰｹｰｽA3
FAX011-728-7280

32 北海道生活協同組合連合会 003-0803 札幌市白石区菊水3条4丁目1-3 全労済北海道会館内 011-841-8601

33 北海道教育庁学校教育局高校教育課 060-8544 札幌市中央区北3条西7丁目 011-231-4111

34 北海道保健福祉部福祉局高齢者保健福祉課 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111

35 北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111

36 北海道保健福祉部福祉局福祉擁護課 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111

37 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 011-231-4111

38 北海道警察本部総務部警察相談課 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目　 011-251-0110

39 北海道警察本部生活安全部生活安全企画課 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目　 011-251-0110

40 北海道警察本部生活安全部生活経済課 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目　 011-251-0110

41 北海道立消費生活センター 060-0003 札幌市中央区北3西7丁目 北海道庁別館西棟 011-221-0110

42 (一社)北海道消費者協会 060-0003 札幌市中央区北3西7丁目 北海道庁別館西棟 011-221-4217

オブザーバー参加機関

1 公正取引委員会事務総局北海道事務所 060-0042 札幌市中央区大通西12丁目 札幌第3合同庁舎 011-231-6300

北海道消費者被害防止ネットワーク構成機関･団体　
平成28年4月1日現在

No. 名  称
事 務 局
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北海道消費者被害防止ネットワーク設置要綱 

（目 的） 
第１条 この要綱は、関係機関・団体（以下「関係機関等」という。）が連携して、消費者に対し、
消費生活に関する情報の提供及び消費者教育・啓発活動を推進するとともに適切な相談活動など
を通じて悪質商法追放気運の醸成を図り、消費者被害の防止に資することを目的とする。 

（ネットワークの設置） 
第２条 前条の目的を達成するため、別表に掲げる関係機関等により「北海道消費者被害防止ネッ
トワーク」（以下「ネットワーク」という。）を設置する。 
２ ネットワークには、前項に規定する関係機関等のほか、この趣旨に賛同する機関・団体を加え
ることができるものとする。 

（消費者安全確保地域協議会） 
第３条 ネットワークは、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
よる消費者安全確保地域協議会とする。 

（活動内容） 
第４条 ネットワークは、次に掲げる活動を行う。 

(1) ネットワークを構成する関係機関等又は消費生活センター等から、悪質商法等に関する情報
を収集し、当該情報を関係機関等の会員に提供すること。 

(2) ネットワークを構成する関係機関等が行う消費者教育・啓発活動を支援すること。 
(3) その他消費者被害防止のため、必要と認められる活動を行うこと。 

（幹事会） 
第５条 ネットワークに幹事会を置き、幹事会の幹事は次の機関の職員を充てる。 

(1) 北海道環境生活部くらし安全局消費者安全課 
(2) 北海道警察本部総務部警察相談課、同生活安全部生活安全企画課及び生活経済課 
(3) 北海道立消費生活センター（以下「センター」という） 
２ 幹事会は、ネットワークの活動内容に関する連絡調整に当たる。 
３ 幹事会は幹事が協議のうえ、開催する。 

（定例会議等） 
第６条 ネットワークは、定例会議を毎年１回開催する。 
２ 消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて臨時会議を開催することができる。 
３ 会議は幹事会が招集する。 

（座 長） 
第７条 会議の座長は、センター副所長があたるものとする。 

（庶 務） 
第８条 ネットワークの庶務は、センターにおいて処理するものとする。 

（秘密保持義務） 
第９条 ネットワークの事務に従事する者又はネットワークの事務に従事していた者は、ネットワ
ークの事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

附 則 
この要綱は、平成 15年 12月 17日から施行する。 
この要綱は、平成 18年 4月 1日から施行する。 
この要綱は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

北海道　別紙３
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