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福祉部局主体の会議に参加し、法定協議会事務局を作り設置した事例 

＜吉川市（埼玉県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 吉川市要援護者見守りネットワーク事業 

 

【設置の背景・目的】 

吉川市では平成 20年１月から、福祉部局が中心となり「吉川市要援護者見守

りネットワーク事業」（以下「ネットワーク事業」といいます。）が開始されま

した。具体的には、高齢者や障害者などの要援護者が安心して日常生活が営め

るよう、関係事業者が協力して見守り活動を行い、要援護者に何らかの異常が

あった場合は、当該事業者から吉川市に通報していただき、連絡を受けた吉川

市担当者が実態把握を行い対応することとしていました。 

そのような中、近年、認知症を含め高齢者などを中心に消費者トラブルが増

加・悪質化・深刻化し、多くの被害事例がみられ、これらに対応する取組が必

要となったため、ネットワーク事業の活動内容に「消費生活被害の未然防止」

を掲げることとしました。 

  

【法定化の経緯】福祉部局が組織していた既存の会議を法定化 

平成 28年３月に、ネットワーク事業要綱について、ネットワーク事業の協力

事業所により構成する「要援護者見守りネットワーク連絡会」が「吉川市消費

者安全確保地域協議会」の機能を兼ねる旨を追記する一部改正を行い、同年４

月１日から同連絡会を法定協議会としても機能させることとしました。 

 

〇法定協議会設置の手順 

・福祉部局のネットワーク事業の活動が低迷している現状を打開する方策とし

て、福祉部局の取組と消費者行政部局の取組を連携・一体化する方向で、担

当者間において検討を進めました。 

・既存の会議である「要援護者見守りネットワーク連絡会」において、要綱の

目的条項に「消費者被害の防止」を追加することで了承を得ました。 

・文書担当とも協議しつつネットワーク事業要綱の事業内容に係る条項におい

て、「ネットワーク事業は、消費者安全法第 11 条の３に規定する消費者安全

確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。」と記載しました。 

 

〇福祉部局が組織する見守りネットワークに参加することの効果 

・定期的に消費者被害に係る情報をネットワーク事業の協力事業所に提供する
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ことができるようになりました。 

・関係機関や協力事業所を通じ、被害に遭ったらすぐにセンターに相談するよ

う、要援護者に対して周知を図ることができました。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

〇事務局 

事務的には、「吉川市要援護者見守りネットワーク」事務局（福祉部門）と「吉

川市消費者安全確保地域協議会」事務局（消費生活部門及びセンター）の２つ

の事務局を並存させる形でスタートしました。そのため、福祉部門と消費生活

部門の、見守り活動における役割分担（すみ分け）が課題でしたが、以下のと

おり整理しました。 

・「吉川市要援護者見守りネットワーク」事務局は、福祉部門としました。 

○担当業務 

①要援護者の早期発見・被害防止及び必要な対策 

②「吉川要援護者見守りネットワーク」協力事業所との関係強化と拡大 

・「吉川市消費者安全確保地域協議会」事務局は、消費生活部門としました。 

 ○担当業務 

①消費者被害の防止・啓発、見守りリストの作成・保管 

 ②対象者の相談対応 

 ③見守りリスト対象者への見守り活動の実施  

  

【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 

 

【「吉川市消費者安全確保地域協議会」構成員】 

（１）吉川市健康福祉部地域福祉課（「要援護者見守りネットワーク」事務局） 

（２）吉川市健康福祉部いきいき推進課（担当者と地域包括支援センター担当

者） 

（３）吉川市市民生活部市民安全課（防犯担当者） 

（４）吉川市市民生活部商工課（協議会事務局と消費生活相談員） 

（５）その他市長が必要と認める機関及び団体等（吉川警察署・埼玉県消費生

活支援センター等） 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

 徘徊、虐待、閉じこもり、孤立、消費者被害のおそれがある高齢者・障害者

等の異変を早期に発見し、地域福祉課やセンター等へ通報する手順を定めるな
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ど、必要な対策を講じています。 

協議会の構成員は、消費者被害のおそれがある方の自宅を訪問し、面談しな

がら連絡シートを作成します。 

協力事業所は、以下の２点を行います。まず１点目としては、日常業務の範

囲内において、要援護者の異変や問題に気付いたら、地域福祉課等へ通報する

とともに行方不明者の発見に協力します。次に、吉川市から被害を未然に防ぐ

ための協力依頼があったときは、事業所通常業務の支障のない範囲において協

力をします。 

連絡方法は、「協力事業所⇒地域福祉課・地域包括支援センター・市民安全課

⇒消費生活センター」の流れとします。 

消費生活センターは、協議会構成員から連絡があった場合、状況把握と初期

対策を講じます。 

 

【個人情報の取扱い】 

吉川市独自の見守りリストを、センターや福祉部局から得られた情報を基に

作成し、個人情報の取扱いは、情報提供についての本人承諾、吉川市個人情報

保護条例や文書規程に基づいて管理・保管することとします。 

個人情報の提供の範囲については、構成員のみの会議で利用することを原則

とし、ネットワーク事業の協力事業所には個人情報は提供しないものとします。 

 

【今後の課題】 

見守りリストを活用した対策を展開するには、ネットワークの協力が必要不

可欠です。個人情報の提供に関する課題としては、個人情報のいかし方、被害

者本人との意思疎通や信頼関係の構築を図ることが肝要です。 

見守り活動の過程で生じる課題としては、見守り活動に関する周知が行き渡

らない状況にあり、被害又はそのおそれの報告が少ない傾向があることが挙げ

られます。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：71,048人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：20.6％（平成 26年 10月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：５名 

④ 消費生活相談員数：３名 

⑤ 消費生活センター：週４日開所 

⑥ 相談受付件数：187件（平成 27年度） 
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消費者トラブル対応 フローチャート 

 

           シグナル             事業所 

   本人の様子               ネットワーク  関係機関 

      気づき             地域包括支援センター 

 

本人に事実を確認 

 

消費生活相談を勧める 

 

     

相談することを望まない 

                     

相談することを望む 

                   本人・家族も 

                   相談できない 

経過の見守り 

                           家族が相談 

 

                                  本人が相談 

 

 

他機関    連携   消費生活センター(相談窓口) 
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通報から解決までの流れ 

① 訪問先で ネットワーク事業所の方が（相談された・被害を発見・被害を予見したら） 

  

 

② 消費生活センターへ相談の勧め （本人承諾を得てください。） 

         

 

③ 消費生活センターへ状況を通報  連絡シートを活用 

電話・直接のいずれかの方法で 
（書類は直接で） 

④ 消費生活センターが状況調査   

               内容等の聞き取り 

               必要に応じて実態調査(現地へ出張調査) 

⑤ 被害当事者から意思の確認 

                 どうしたいのかを聞き取り、消費生活センターに任せ

ることの確認をとる。または関係者への指示をすること

を確認。取組計画書を作成。 

⑥ 消費生活センターが事業者との交渉  (必要に応じて) 

 

⑦ 結果 解決の時は終了 

 
             当事者と通報者(相談者)に結果報告 

 

⑧ 解決しない場合は、継続して「見守り」をすることを承諾していただく。 

また、消費者被害の手口などを教え被害者にならないようネットワークで支援をする。 
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連絡シート（案） 
通報先    〒３４２－００５５  吉川市吉川２－１－１ 
         吉川市消費生活センター  行 
       電話 ９８２－９６９７ (月～金) ８：３０～１７：００ 
       FAX  ９８１－５３９２ (月～金) ８：３０～１７：００ 

通報者 《吉川市要援護者見守りネットワーク》 
  事業所/機関名                          
  通報者氏名                           
  電話     (    )        FAX   (    ) 

 被害者 
  住所   吉川市                       
  氏名                  年齢   才  性別  男・女 

  電話     (    )        FAX   (    ) 

被害者本人は、センターへの連絡を了解していますか。( はい ・ いいえ ) 
今後の電話連絡方法は、どのようにしますか。 
(   ) ご本人がセンターへ電話をする。 
(   ) センターからご本人へ電話をする 
(   ) その他 (                                            ) 

次の項目について、可能な限り聴取してください。 
（聴取した場合は、直接連絡シートを消費生活センターへお持ちください。） 

 １ 何を購入(契約)しましたか？ 

 品 名 
(契約名) 

 
 

 ２ いつのことですか。  (平成  年  月  日) 
 ３ 金額は、いくらですか。              円 
 ４ 支払方法は、    ・現金・クレジットカード・ローン(信販名      ) 
 ５ いきさつは？    ・訪問されて      ・電話で勧誘された 
             ・路上で声を掛けられて ・通信販売で 
             ・インターネットで   ・送り付けられた 
 ６ 現在、そのモノはありますか？  (  ある ・ ない  ) 
 ７ 契約書など業者が発行した書類等はありますか。 

 
書類名 

① 契約書   ②領収書   ③見積書   ④納品書 
その他(             ) 

 ８ 特記事項 
・健康状態  (要介護など)  ・判断能力は (認知症など) 

  ・生計状況  (                       ) 
  ・住居は、 戸建 (所有・賃貸)      集合住宅 (所有・賃貸) 
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情報提供承諾書 （案） 
 

平成  年  月  日 

 
 
 
吉川市消費者安全確保地域協議会 様 

 
 
 
                      本人署名              

 
                       
 
 
 私は、消費者被害防止のため、私に関する情報を提供することを承諾します。 

 

 
氏   名 

ふりがな 年齢    歳 

性別  

  住   所  
吉川市 

   
 電   話 

    (       )  

携帯 

 
被害の内容 

 

 
  提供先 

 
吉川市消費者安全確保地域協議会構成員に限る 

 
 承諾された情報は、個人情報保護条例等により適切に処理し、関係者以外に情報提供は

いたしません。 
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吉川市要援護者見守りネットワーク事業実施要綱 

（目的） 

第１条 吉川市要援護者見守りネットワーク事業（以下「ネットワーク事業」という。）は、行政、 

第 4条第 1項に規定する協力事業者及び第 5条に規定する関係機関が連携して、徘徊、虐待、閉 

じこもり、孤立、消費者被害のおそれのある高齢者、障がい者等（以下「要援護者」という。）の 

異変を早期に発見し、必要な対策に繋げるとともに、被害等を未然に防ぐ対策を行うことにより、 

地域全体で要援護者を見守る体制を確保し、要援護者が住み慣れた地域で安心して生活できるよ 

う支援することを目的とする。 

（事業内容） 

第２条 ネットワーク事業は、次に掲げる活動を行う。 

(1) 要援護者の早期発見に努め、必要な対策を講じること。 

(2) 要援護者の被害防止に努め、必要な対策を講じること。 

(3) ネットワーク事業の充実を図ること。 

２ ネットワーク事業は、消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１１条の３に規定する消費

者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。 

（実施主体等） 

第３条 ネットワーク事業の実施主体は、市とする。 

２ 市は、ネットワーク事業の構成員の相互連携を図るための調整を行う。 

（協力事業者） 

第４条 ネットワーク事業の趣旨に賛同し、市と吉川市要援護者見守りネットワークに関する協定 

書（様式第１号）により協定を締結した事業者、団体等（以下「協力事業者」という。）は、通常 

業務の範囲において、要援護者の異変又は問題に気づいたときは、速やかに市に情報提供する。 

２ 協力事業者は、市からの情報提供等によって行方不明者の情報を得たときは、行方不明者の発 

見に協力する。 

３ 協力事業者は、被害を未然に防ぐための協力依頼があったときは、通常業務に支障のない範囲 

において協力する。 

 （関係機関） 

第５条 日頃の業務において、高齢者支援、障がい者支援、消費者被害防止等に関わる公共機関や 

団体等のうち、ネットワーク事業の趣旨に同意した公共機関、団体等（以下「関係機関」という。） 

は、要援護者の異常や問題の情報を得たときは、関係機関相互の連携を図り、解決するための対 

策を講じる。 

（連絡会） 

第６条 ネットワーク事業を効果的に推進するため、必要に応じ要援護者見守りネットワーク連絡 

会（以下「連絡会」という。）を開催する。 

 （個人情報の保護） 

第７条 ネットワーク事業の構成員は、ネットワーク事業の実施により知り得た個人情報を、みだ 

りに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。ネットワーク事業の職務を退いた後 
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も同様とする。 

２ 要援護者に異変があったときは、当該要援護者の家族（当該要援護者の成年後見人を含む。）の 

同意を得て情報交換するものとする。ただし、当該要援護者に家族がない場合は、この限りでは 

ない。 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  
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吉川市要援護者見守りネットワークに関する協定書 

 

吉川市（以下、「甲」という。）と               （以下、「乙」という。）は、 

吉川市要援護者見守りネットワーク事業実施要綱（以下、「要綱」という。）に規定する吉川市要援護

者見守りネットワーク事業（以下、「事業」という。）の実施に関して、要綱第４条の規定に基づき次

のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定書は、吉川市内の要援護者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、甲と

乙が協力して要援護者の見守り支援を行うネットワーク（以下「ネットワーク」という。）を形成

し、効果的な運営を促進することを目的とする。 

 （甲の役割） 

第２条 甲は、ネットワークを統括し、各構成機関からの情報提供をもとに、各構成機関と連携し、

要援護者に対して適切な支援を行う。 

２ 甲は、乙に対し要援護者の支援に関する必要な情報を提供する。 

 （乙の役割） 

第３条 乙は、要綱に規定する事業の趣旨を理解し、この取り組みに協力するよう努めるものとす

る。 

 （情報提供） 

第４条 甲及び乙は、相互に要援護者に関する情報の提供に努めるものとする。 

２ 要援護者の異変等を発見した場合の情報提供は、次に掲げる内容を可能な範囲で提供するもの 

 とする。 

(1) 要援護者の個人が特定できる情報 

(2) 要援護者の状況 

(3) 要援護者に対する支援内容 

 （遵守事項） 

第５条 甲及び乙は、相互の理解と信頼の下に運営するために、次に掲げる事項を遵守する。 

 (1) 事業で知り得た情報を、自己又は他人を利するための手段として利用しないこと。 

 (2) 事業で知り得た情報を、他に漏らさないこと。 

 （免責事項） 

第６条 乙は、要援護者の異変に関して、その責任を負わないものとする。 

 （協議） 

第７条 この協定書に定めのない事項又はこの協定書に関し疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 （協定期間） 

第８条 協定期間は、協定締結日から平成  年３月３１日までとする。 

２ 協定の期間満了の日から１か月前までの間に、甲、乙いずれからも、この協定の解除の意思表 

示をしないときは、協定期間を更に１年間延長することとし、以後も同様とする。 

 （協定の破棄） 

第９条 乙は、甲に対する申し入れによって、協定を破棄することができる。 

２ 甲は、乙が事業に協力するにあたり、要綱若しくは協定の規定に違反したとき、又は不適当な

事由があると認めるときは、乙に対して通告により協定を破棄することができる。 

 

 この協定書の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれが各１通を保

有する。 

 

平成  年  月  日 
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                          平成２８年３月１１日市長決裁 

 

   吉川市消費者安全確保地域協議会に関する運営等について         

 

 高齢者等を消費者被害から守るために、地域の見守りネットワークを構築することが消費者被害

の防止と早期発見及び拡大防止が図られ有効な手段である。市内で活動するネットワーク組織の吉

川市要援護者見守りネットワーク事業（以下「ネットワーク事業」という。）と吉川市消費者安全確

保地域協議会（以下「協議会」という。）が連携・一体化した見守り活動を行うために、協議会の役

割及び運営等については、次のとおりとする。 

                   記 

 （協議会の設置） 

１．協議会は、吉川市要援護者見守りネットワーク実施要綱第２条１項３号において、「消費者安

全法（平成２１年法律第５０号）第１１条の３に規定する吉川市消費者安全確保地域協議会の機

能を兼ねるものとする。」を規定し、協議会を設置する。 

 （ネットワーク事業との連携） 

２．協議会は、ネットワーク事業に、消費者被害に係る情報提供を行いネットワーク事業は異変に

察知した場合や被害にあった場合に消費生活センターへつなぐなどそれぞれの特性を活かした連

携を行い、高齢者等を消費者被害から守るため一体的な活動を行う。 

 （所管事項） 

３．協議会は、次の掲げる事項について、相互の情報を交換し、必要な対策を協議する。 

（１）消費者被害の防止に関すること 

（２） その他活動に関すること 

 （見守りリスト） 

４．協議会構成員が見守り等をより効果的かつ円滑に行うため、見守りリストの作成・提供を行

う。提供する情報は、本人同意を得て、情報量を必要最低限で情報元は明かさない。 

  なお、提供先は、協議会の構成員及びその他必要と認める関連機関及び団体に提供する。 
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（協議会庶務） 

５．協議会庶務は、市民生活部商工課が担当し、資料の保管、見守り等の実施状況や進行管理、状況

把握、関係機関と連絡調整（ネットワーク事業との連絡調整を含む）を行う。 

 （構成） 

６．協議会は、次に掲げる関係機関等をもって構成する。 

（１）吉川市健康福祉部社会福祉課 

（２）吉川市健康福祉部いきいき推進課 

（３）吉川市市民生活部市民安全課 

（４）吉川市市民生活部商工課 

（５）その他市長が必要と認める機関及び団体等 

 （個人情報の保護） 

７．協議会の構成員は、協議会事業の実施により知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。協議会事業の職務を退いた後も同様とする。 

 （その他） 

８．この定めにない事項については、担当課双方で協議するものとする。 
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