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個人情報を取り扱うものとし、消費者安全法第 11 条２の規定に基づく情報提供 

を受けた事例 

＜野洲市（滋賀県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 野洲市消費者安全確保地域協議会 

 

【設置の背景・目的】 

野洲市内の高齢者、障害者その他の消費生活上特に配慮を要する者の消費生

活上の安全の確保を図るため、これらの者と適当な接触を保ち、見守ること、異

変を察知したときは速やかに協議会に報告すること、消費生活上必要な又は有

益な情報をこれらの者に提供することその他必要な措置を講ずることを目的と

して設置しました。 

 

【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 

 平成 26年６月の消費者安全法の改正に伴い、まず条例の制定を検討しました。

「野洲市くらし支えあい条例」第８条に、協議会を設置することを明記し、また、

同条の規定に基づき法定協議会として野洲市消費者安全確保地域協議会を設置

し、要綱（野洲市消費者安全確保地域協議会要綱)を制定しました。 

参加する構成員については、条例第 26条に規定する「市民生活総合支援推進

委員会」の庁内メンバーのほか、福祉部局に相談して関係団体の紹介を受け、関

係機関が集まる会議に参加し説明したり、団体や推薦を得た代表者等を直接訪

問したりといった手法で承諾を経て、参加の同意を得ました。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 協議会の構成員に対する報酬や、協議会に必要な備品費等の予算措置の課題

がありましたが、消費者庁の地方消費者行政推進交付金の新規事業として立ち

上げることで予算を確保しました。 

 

【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 10月１日 

 

【構成員】 

 野洲市役所各担当部署の他、社会福祉協議会、警察署、民生委員、児童委員、

介護サービス事業所、障がい福祉サービス事業所、医療機関、その他には、弁護

士会、金融機関、宅配事業者、小売事業者等 
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【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

協議会の具体的取組は、平成 29年度から開始します。 

野洲市の区域内で発生している消費者被害情報の調査や分析、見守り事例の

集積、課題の検討等を構成員全体でに行う全体会議を年３回開催し、具体的な見

守り活動に関しては、見守り等の対象となる者に関わりのある構成員のみが参

加する担当者会議を適宜行うこととします。担当者会議の構成員は、全体会議の

構成員の中から直接関わる支援者を選択します。 

 

【個人情報の取扱い】有り（事務局等から構成員に個人情報を提供する） 

 実施する見守り活動において、活動の対象となる者の選定に用いるため、消費 

者庁から法令（消費者安全法第 11条の２第１項）に基づく情報提供を受けまし

た。情報提供を受けるため、当該情報のみを取り扱う専用パソコンを用意する等、

個人情報の漏えいを防ぐための対策を講じました。 

また、この情報と野洲市が保有している PIO-NET情報、高齢者、障害者情報及

び協議会の構成員である警察の保有する情報と照らし合わせて、事務局が「見守

りリスト」を作成しました。 

個人情報の提供の範囲については、実際に見守りを行う担当者の範囲におい

て提供を行います。 

 

【今後の課題】 

 見守りリスト対象者への見守りの実効性の検討、また支援のアプローチ方法

をどのようにするのか等も検討が必要です。 

  

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：50,837人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：24.74％ 

③ 消費者行政本課の職員数：９名 

④ 消費生活相談員数：４名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：954件（平成 27年度） 
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Aさん担当者会議 全体会議

(1) 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。

(2) 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。

(3) その他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。

＜構成員＞
(1) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会
(2) 守山警察署
(3) 民生委員児童委員
(4) 介護サービス事業所
(5) 障害福祉サービス事業所
(6) 医療機関
(7) その他消費者の利益の擁護及び増進に関連

する分野の事務に従事する者であって、会長
が必要と認めるもの

(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。

(1) 見守りリストの提供の要請に関すること。
(2) 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。
(3) 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。
(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。

(秘密保持義務)
第８条 協議会の会長及び構成員並びに協議会の事務に従事する者は、法第11条の５の規定により、
協議会の事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

事務局：野洲市役所 消費生活センター

②顧客名簿
情報の要請

全体会議の開催

Dさん担当者会議
Cさん担当者会議

Bさん担当者会議

情報を元に担当者会議（個別ケース会議）を招集
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   ○野洲市くらし支えあい条例（抜粋） 

 

平成 28 年６月 24 日 

条例第 20 号 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第５条） 

 第２章 消費生活の安定及び向上並びに消費者安全の確保 

  第１節 消費生活センターの設置等（第６条―第８条） 

  第２節 略 

  第３節 略 

 第３章 生活困窮者等への支援等（第 23 条―第 27 条） 

 第４章 雑則（第 28 条） 

 付則 

 市民共通の願いは、健康、安全、幸せです。その実現のためには、市民それぞれが成

長しようとする強い思いと行動、それを支える社会の仕組みが必要です。しかし、地震、

水害などの自然災害、また、病気、事故、失業、離婚、さらには日常生活での消費に伴う

トラブルなど社会経済的要因によって生活が立ち行かなくなる場合があります。問題解

決には専門的な支援が必要ですが、いずれの場合にも多様で複雑な要因が絡み合ってい

るため、専門分野だけの対応では断片的な対処に留まり、根本的な解決につながりませ

ん。 

 野洲市では、生活が立ち行かなくなった市民に対して、生活の困りごとを解決すると

いう大きな括りで捉えて支援を進めてきました。問題に個々に対応するのでなく、相互

関係を把握し、一体的な解決を目指して、「おせっかい」を合言葉に、市役所に設置した

総合相談窓口を核にして、公共サービス、専門家、地域社会の総合力を効果的に発揮さ

せる仕組みを発展させてきました。 

 このように市民の生活の困りごとを解決し、自立を促し、生活再建に向けた支援を行

うことは、市の重要な役割です。その場合、個々人の状況が異なるため、一人を支援す

ることからを基本に、包括的、継続的に支えあう仕組みが機能することが不可欠です。 

 また、市民の日常生活の基本である消費においては、事業者と消費者との関係が相反

するものでは生産的ではありません。近江商人の教えである「売り手よし、買い手よし、

世間よし」の三方よしの精神をもとに、商いが自らの利益のみならず、買い手の利益、

さらには地域社会の発展や公共の福祉の増進にも貢献する建設的な関係で進められるこ

とが、問題発生を予防するとともに、市民の自立と地域社会の健全な発展を促進します。 

 これまでの取組を、生活困窮予防と市民参加促進機能にも着目して発展させることに

より、市民一人ひとりがともに支えあい伸びやかに安心してくらせるまちの実現を目指

すことを決意し、この条例を制定します。 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差に

鑑み、市民の消費生活の安定及び向上並びに消費者安全の確保を図るため必要な措置

を講じるとともに、消費者被害その他の市民のくらしに関わる様々な問題の発生の背

景にその者の経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題があることを

踏まえ、その解決及び生活再建を図り、もって安全かつ安心で市民が支えあうくらし

の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、次項に定めるもののほか、消費者安全法（平

成 21 年法律第 50 号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) 事業者等 事業者及びその団体をいう。 

 (2) 商品等 商品、役務、権利その他の取引の対象となるものをいう。 

 (3) 訪問販売 事業者がその営業所等（特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第

57 号）第２条第１項第１号に規定する「営業所等」をいう。）以外の場所において、

契約の申込みを受け、又は契約を締結して行う商品等の販売又は有償による提供（当

該事業者の相手方が営業のために又は営業として締結するものを除く。）をいう。 

 (4) 生活困窮者等 経済的困窮、地域社会からの孤立その他の生活上の諸課題を抱え

る市民をいう。 

 （基本理念） 

第３条 この条例の目的を達成するための施策は、次に掲げる事項を基本として行わな

ければならない。 

 (1) 消費者基本法（昭和 43 年法律第 78 号）第２条第１項に規定する基本理念にのっ

とり、消費者の権利を尊重するとともに、消費者の自立を支援すること。 

 (2) 生活困窮者等に対しては、その者の生活上の諸課題の解決及び生活再建に資する

よう、総合的に支援すること。 

 (3) 事業者が自己の利益のみならず、消費者にも利益をもたらすとともに、社会への

貢献にも寄与する経営（次条において「三方よし経営」という。）を行うことを促進

すること。 

 (4) 当該施策に関係する市の全ての組織、自治組織（自治会その他の地域住民の組織

する団体をいう。以下同じ。）及び関係する行政機関その他の関係者が協力して行う

こと。 

 （三方よし経営の促進） 

第４条 市は、三方よし経営を促進するため、次の施策を講じるものとする。 

 (1) 事業者等に対して、消費者との紛争を防止するための情報及び研修の機会を提供

すること。 
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 (2) 事業者等と消費者との間で、商品等に関する知識、営業の改善等について情報を

交換する機会を提供すること。 

 (3) 三方よし経営指針（三方よし経営を推進するために守るべき指針をいう。）を自

主的に策定することを事業者等に奨励すること。 

 （消費者団体への支援） 

第５条 市は、消費者団体による消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表

明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他

の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に対し、必要

な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。 

   第２章 消費生活の安定及び向上並びに消費者安全の確保 

    第１節 消費生活センターの設置等 

 （消費生活センターの設置及び運営） 

第６条 消費者安全の確保を図るため、法第 10 条第２項の規定により、消費生活センタ

ーを設置する。 

２ 消費生活センターは、法第８条第２項各号に掲げる事務を行う。 

３ 法第 10 条の２第１項の規定に基づき条例で定める事項は、同条第２項に規定する内

閣府令で定める基準とする。 

 （他の消費生活センターとの協力） 

第７条 市長は、市の区域内に事務所又は営業所を有する事業者に対する苦情の処理の

ため他の消費生活センターから協力の要請を受けたときは、当該消費生活センターと

協力してあっせんを行うものとする。 

 （消費者安全確保地域協議会） 

第８条 市長は、法第 11 条の３第１項の規定に基づき、野洲市消費者安全確保地域協議

会を組織する。 

 

第２節～第３節 略 

 

   第３章 生活困窮者等への支援等 

 （生活困窮者等の発見） 

第 23 条 市は、その組織及び機能の全てを挙げて、生活困窮者等の発見に努めるものと

する。 

 （支援の方法） 

第 24 条 市は、生活困窮者等を発見したときは、その者の生活上の諸課題の解決及び生

活再建を図るため、その者又は他の者からの相談に応じ、これらの者に対し、必要な

情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。 

２ 市は、生活困窮者等のために法第８条第２項各号に掲げる事務を行うに当たって必

要があると認めるときは、生活上の諸課題の解決も図るものとする。 

３ 市長は、生活困窮者等に公租公課の滞納があったときは、迅速かつ的確に野洲市債
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権管理条例（平成 26 年野洲市条例第 25 号）による措置を講じ、その者の生活の安心

の確保に努めるものとする。 

４ 第１項の支援は、生活、教育、就労その他生活困窮者等が必要とするもの全てにつ

いて総合的に行うため、前項の規定による措置のほか、生活困窮者等の意思を尊重し

つつ、必要に応じて関係する行政機関その他の関係者と協力し、生活困窮者自立支援

法（平成 25 年法律第 105 号）その他の関係法律による措置と適切に組み合わせて行わ

なければならない。 

 （支援調整会議） 

第 25 条 市長は、前条第１項の支援を専門的知見の活用により効果的かつ円滑に行うた

め、弁護士、司法書士その他市長が適当と認める者により構成される野洲市支援調整

会議を設置する。 

２ 前項に規定する会議では、同項の目的を達成するため、生活困窮者等の状況のほか、

前条第１項の支援に必要な制度、機関、人材、資金等の充足の状況及び改善に関し、

必要な情報を交換するとともに、支援しようとする、又は支援した内容の妥当性又は

適正性について協議を行うものとする。 

 （市民生活総合支援推進委員会） 

第 26 条 市長は、消費生活上特に配慮が必要であると認められる市民、生活困窮者等及

びこれらの者と同様の状況に至るおそれのある市民（以下「要配慮市民等」という。）

の支援を総合的に行うため、市の関係する全ての組織に属する職員により構成される

野洲市市民生活総合支援推進委員会を設置する。 

２ 前項に規定する委員会では、同項の目的を達成するため、同項の支援の具体的な内

容その他市長が必要と認める事項について協議を行うものとする。 

 （見守りネットワーク） 

第 27 条 市、事業者及び自治組織は、要配慮市民等が安心して暮らすことができるよう

見守るため、相互に連携を図りながら協力する組織（以下この条において「見守りネ

ットワーク」という。）を構築するよう努めなければならない。 

２ 市は、見守りネットワークを構築するときは、協力する事業者及び自治組織（当該

見守りネットワークに協力する特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第７号）第２条

第２項に規定する特定非営利活動法人その他の団体があるときは、当該団体を含む。）

と協定を締結するものとする。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第 28 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成 28 年 10 月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 事業者は、この条例の施行の日から１年間（当該期間内に第 12 条第１項の規定によ
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る登録の拒否の処分又は第 15 条第１項の規定による取消しがあったときは、当該処分

又は当該取消しがあった日までの間）は、第９条の規定にかかわらず、訪問販売を行

うことができる。事業者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その

期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間

も、同様とする。 
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   ○野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱 

平成23年６月15日 

告示第113号 

改正 平成24年３月26日告示第45号 

平成24年６月１日告示第116号 

平成25年３月29日告示第34号 

平成26年４月１日告示第29号 

平成27年３月24日告示第45号 

平成27年４月１日告示第81号 

平成28年３月22日告示第46号 

平成28年９月26日告示第181号 

（題名改称） 

（趣旨） 

第１条 この告示は、社会問題化している自殺、生活困窮、人権侵害等の市民生活に関する深刻な問題

に対し、関係課等が連携し、協議を進め、これらの問題を解決するための積極的な施策の推進及び生

活再建の支援を図るため、野洲市くらし支えあい条例（平成28年野洲市条例第20号）第26条第１項に

規定する野洲市市民生活総合支援推進委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について、

条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（平28告示181・一部改正） 

（協議事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 問題解決のためのネットワーク形成及び具体的な対応策に関すること。 

(2) 啓発活動に関すること。 

(3) 委員の知識習得、相談対応、支援策等の技術向上に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、問題解決のために必要と認められること。 

（平28告示181・一部改正） 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は、市民部長をもって充てる。 

３ 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。 

（会議） 

第４条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。 

２ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理

する。 
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３ 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことがで

きる。 

（情報等の管理） 

第５条 委員長及び委員は個人情報の取扱いについて、野洲市個人情報保護条例（平成16年野洲市条例

第10号）に基づき、個人情報の保護に十分配慮し、相談事案の支援及び解決に関する目的以外に利用

し、又は外部に提供してはならない。 

（平28告示181・一部改正） 

（部会） 

第６条 委員会は、次に掲げる部会を設けることができる。 

(1) 生活困窮者等支援対策連絡部会 

(2) 自殺防止対策連絡部会 

(3) 人権対策連絡部会 

２ 前項に掲げる部会の構成員及びその長は、委員の中から委員長が指名する。 

３ 第４条の規定は、部会における会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあ

るのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と読み

替えるものとする。 

４ 部会長は、部会において審議した結果を委員会に報告しなければならない。 

（平27告示81・平28告示181・一部改正） 

（事務局） 

第７条 委員会の事務を処理するため、市民部市民生活相談課に事務局を置く。 

（平27告示81・全改） 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定

める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成23年６月15日から施行する。 

（野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱及び野洲市多重債務対策連絡会議設置要綱の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

(1) 野洲市住民・人権相談総合推進委員会設置要綱（平成16年野洲市告示第146号） 

(2) 野洲市多重債務対策連絡会議設置要綱（平成21年野洲市告示第150号） 

付 則（平成24年告示第45号） 

この告示は、平成24年４月１日から施行する。 

付 則（平成24年告示第116号） 
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この告示は、平成24年６月１日から施行する。 

付 則（平成25年告示第34号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

付 則（平成26年告示第29号） 

この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年告示第45号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成27年告示第81号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年告示第46号） 

この告示は、平成28年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年告示第181号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の野洲市市民相談総合推進委員会設置要綱の規定

による野洲市市民相談総合支援推進委員会の委員長及び委員であった者は、この告示による改正後の

野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱の規定による野洲市市民生活総合支援推進委員会の委員長

及び委員とみなす。 

別表（第３条関係） 

（平24告示45・平24告示116・平25告示34・平26告示29・平27告示45・平28告示46・一部改正） 

政策調整部企画調整課職員 

総務部人事課職員 

総務部総務課職員 

総務部人権施策推進課職員 

総務部人権センター職員 

総務部市民交流センター職員 

総務部税務課職員 

総務部納税推進課職員 

市民部生活安全課職員 

市民部協働推進課職員 

市民部市民生活相談課職員 

健康福祉部社会福祉課職員 

健康福祉部障がい者自立支援課職員 
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健康福祉部障がい者自立支援課地域生活支援室（障がい者虐待防止センター）職員 

健康福祉部子育て家庭支援課職員 

健康福祉部こども課職員 

健康福祉部子育て家庭支援課家庭児童相談室職員 

健康福祉部高齢福祉課職員 

健康福祉部健康推進課職員 

健康福祉部保険年金課職員 

都市建設部住宅課職員 

環境経済部環境課職員 

環境経済部商工観光課職員 

環境経済部上下水道課職員 

教育委員会事務局教育総務課職員 

教育委員会事務局学校教育課職員 

教育委員会事務局生涯学習スポーツ課職員 

野洲市地域包括支援センター職員 

野洲市子育て支援センター職員 

野洲市ふれあい教育相談センター職員 

野洲市発達支援センター職員 
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   ○野洲市消費者安全確保地域協議会要綱 

平成 28 年 10 月１日 

告示第 193 号 

   野洲市消費者安全確保地域協議会要綱 

 (趣旨) 

第１条 この告示は、野洲市くらし支えあい条例（平成 28 年野洲市条例 20 号。以下「条例」とい

う。）第８条の規定に基づく野洲市消費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という。）の組織

及び運営について、消費者安全法（平成 21 年法律第 50 号。以下「法」という。）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 (定義) 

第２条 この告示において使用する用語は、次項に定めるもののほか、条例において使用する用語

の例による。 

２ この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 見守り等 市内の高齢者、障害者その他の消費生活上特に配慮を要する者の消費者安全の

確保を図るため、これらの者と適当な接触を保ち、見守ること、異変を察知したときは速やか

に協議会に報告すること、消費生活上必要な又は有益な情報をこれらの者に提供することその

他必要な措置を講じることをいう。 

 (2) 見守りリスト 法第 11 条の２の規定により市に提供された情報、過去の消費生活相談によ

り市が取得した情報、見守り等を行う中で協議会が取得した情報その他見守り等を行うために

必要な情報を見守り等の対象となる者ごとに集約したものをいう。 

 (協議会の組織) 

第３条 協議会は、会長及び構成員をもって構成する。 

２ 会長は、市民部長をもって充てる。 

３ 構成員は、野洲市市民生活総合支援推進委員会要綱（平成 23 年野洲市告示第 113 号）別表に

掲げる者及び次に掲げる機関又は団体に属する者をもって充てる。 

 (1) 社会福祉法人野洲市社会福祉協議会 

 (2) 守山警察署 

 (3) 民生委員児童委員 

 (4) 介護サービス事業所 

 (5) 障害福祉サービス事業所 

 (6) 医療機関（医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院及び同条第

２項に規定する診療所をいう。） 

 (7) その他消費者の利益の擁護及び増進に関連する分野の事務に従事する者であって、会長が

必要と認めるもの 

 (協議会の会議等) 

第４条 協議会の会議は、全体会議（会長及び構成員の全てが参加する会議をいう。）と担当者会議

（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をいう。）により構成する。 

２ 担当者会議の構成員は、協議会の事務局がこれを選任する。 

 (全体会議の所掌事項) 

第５条 全体会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 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。 

 (2) 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。 
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 (3) その他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。 

 (担当者会議の所掌事項) 

第６条 担当者会議は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 見守りリストの提供の要請に関すること。 

 (2) 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。 

 (3) 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。 

 (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。 

 (事務局) 

第７条 協議会の事務を処理するため、条例第６条第１項の規定により設置する野洲市消費生活セ

ンターに事務局を置く。 

２ 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 

 (1) 法第 11 条の２の規定により提供された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) 第６条第１号に規定する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。 

 (秘密保持義務) 

第８条 協議会の会長及び構成員並びに協議会の事務に従事する者は、法第 11 条の５の規定によ

り、協議会の事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 (その他) 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

   付 則 

 この告示は、平成 28 年 10 月１日から施行する。 
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