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消費者教育推進地域協議会と一体的に運営している事例 

＜富里市（千葉県）＞ 

【協議会の名称】 

 富里市消費者行政推進連絡協議会 

 

【設置の背景・目的】 

 平成 23年 1月に、県民提案事業として消費者団体「消費者行政充実ネットち

ば」との共催で開催したシンポジウムの提言を基に、「富里市消費者行政推進連

絡協議会」（以下「連絡協議会」といいます。）を平成 23年６月に設立しました。

構成員としては、シンポジウム開催のために立ち上げた実行委員会をベースに、

消費者問題を身近に感じている民生委員やヘルパー、富里市民に密接な団体で

ある自治会や協働のまちづくり推進委員、見守りが必要な富里市民のサポート

をする地域包括支援センターや社会福祉協議会、消費者教育の関係先としての

教育委員会など、様々な関係団体が加わりました。また、他分野の関係団体と

の連携が途切れることのないよう、各団体のみならず、各団体を所掌する関係

課も構成員として加えることで、各団体の担当者に交代等があっても団体との

つながりを維持し継続して連携することを可能としました。 

 

【法定化の経緯】消費者行政部局が運営していた既存の会議を法定化 

 平成 28年４月に富里市消費者行政推進連絡協議会運営要綱を制定し、連絡協

議会を消費者安全確保地域協議会及び消費者教育の推進に関する法律（平成 24

年法律第 61 号）第 20 条第１項の規定に基づく消費者教育推進地域協議会とし

ての機能を有する組織として運営することを定めました。平成 23年度の連絡協

議会設置の段階で、消費者問題の見守りに必要と思われる団体・関係課で委員

構成ができていたため、問題なく法定協議会とすることができました。 

 

【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】 

（１） 富里市民生委員児童委員協議会を代表する者 

（２） 富里市地域包括支援センターを代表する者 

（３） 富里市教育委員会を代表する者 

（４） 富里市区長会を代表する者 

（５） 富里市防犯指導員連絡協議会を代表する者 

（６） 富里市社会福祉協議会を代表する者 
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（７） 富里市シルバークラブ連合会を代表する者 

（８） 富里市協働のまちづくり推進委員会を代表する者 

（９） 富里市消費生活協力員 

（１０） 富里市消費生活相談員 

（１１） 第１号から第８号までに掲げた団体等を所掌する課を代表する者 

（１２） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めた者 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

会議を年３回開催。啓発行事を年１回実施。 

 

【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） 

 センターが一人暮らしの高齢者等から相談を受けた際に、地域包括支援セン

ターへ情報提供し、訪問時に見守り対象者として対応依頼をするなど、個々の

案件に応じて対応しています。 

 

【今後の課題】 

 富里市における消費者被害の予防と救済のため、世代と地域を超えて、富里

市、富里市民、地域の関係団体が相互に協力し合いながら取組を進めていくこ

とが必要です。 

具体的には、センターを核として、協議会委員と連携し、委員が所属してい

るそれぞれの団体の既存の情報伝達手段等を活用し、効果的な情報を提供する

ことが望ましいと考えます。 

 また、高齢者や障害者等の見守りが必要な方には、適切な見守り体制を構築

する等の対応を協議会委員と検討し、地域の関係団体からも協力を得ながら、

連携体制をとっていくことが大切です。 

 さらに、地域で消費者問題について活動する人材の育成や活動支援の在り方

についても、協議会にて議論し、推進していく必要性が認識されています。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：50,127人（平成 28年 12月 31日現在） 

② 高齢化率：25.1％ 

③ 消費者行政本課の職員数：８名（内消費者行政担当３名） 

④ 消費生活相談員数：５名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：310件（平成 27年度） 
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富里市消費者行政推進連絡協議会

「実際に消費者被害を目の当たりにしているであろう方々」

民生委員・介護ヘルパーなど

「消費者教育の関係先の方々」

教育委員会・学校関係者

「見守りが必要な市民の関係先の方々」

地域包括支援センター・社会福祉協
議会・身体障害者福祉会など

「地域で活動し市民の身近な相談相手であろう方々」

自治会・防犯指導員・シルバークラブ連合会・
民生委員・介護ヘルパーなど

「市と市民で活動する協働のまちづくりに専門的
知見のある方々」

協働のまちづくり推進委員など

富里市 別紙１



・地域包括支援センター巡回時での声掛け

・情報提供 など

・地域包括支援センター巡回対象者の有無

・生活環境の詳細把握

・ひとり暮らし ・高齢者 など
消費生活セ

ンター

地域包括支援
センター

定期巡回に
よる見守り

この他、地域包括支援センター経由で、高齢者と社会福祉士がセンターへ
来所し一緒に相談するなど、高齢者に対して適切な対応の連携も可能となっ
ている。

また、相談内容（被害状況）により、認知症疑い発覚や進行具合がわかるた
め、地域包括支援センターで成年後見人制度を検討するきっかけにもなって
いる。

地域包括への
情報提供
連携

消費生活センター
への相談

被害救済
未然防止
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富里市消費者行政推進連絡協議会 委員名簿 

 番 号※ 所  属 職  名

（１） 民生委員児童委員協議会 副会長

（２）
高齢者福祉課

（地域包括支援センター）
主査補

（３） 教育委員会 教育委員

（４） 区長会 会長

（５） 防犯指導員連合会 支部長

（６） 社会福祉協議会 会長

（６） 社会福祉協議会 主事

（７） シルバークラブ連合会 常任理事

（８） 協働のまちづくり推進委員会 副会長

（９） 消費生活協力員

（１０） 富里市消費生活センター 消費生活相談員

（１０） 富里市消費生活センター 消費生活相談員

（１０） 富里市消費生活センター 消費生活相談員

（１０） 富里市消費生活センター 消費生活相談員

（１０） 富里市消費生活センター 消費生活相談員

（１１） 教育委員会学校教育課 指導主事

（１１） 社会福祉課 課長補佐

（１１） 社会福祉課 主査補

（１１） 市民活動推進課 副主査

（１１） 市民活動推進課 主事

（１２） 身体障害者福祉会 理事

協議会委員 合計 21 名 

※番号は、「消費者行政推進連絡協議会運営要綱」第 3 条の番号と一致。 

【事務局】 市民経済環境部商工観光課商工振興班



富里市 別紙３ 

富里市消費者行政推進連絡協議会運営要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１１条の３

第１項の規定に基づく消費者安全確保地域協議会及び消費者教育の推進に関

する法律（平成２４年法律第６１号）第２０条第１項の規定に基づく消費者

教育推進地域協議会として，富里市消費者行政推進連絡協議会（以下「協議

会」という。）の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事項） 

第２条 協議会の所掌事項は，次のとおりとする。  

（１） 市の区域における消費者の安全確保のため，消費者トラブルなどの情

報交換及び見守りなどの取組に関する協議を行うこと。 

（２） 市の区域における消費者教育の総合的，体系的かつ効果的な推進に関

して，情報交換及び調整を行うこと。 

（３） 富里市消費者教育推進計画の作成及び変更に関して意見を述べること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか，消費者の安全確保及び消費者教育の推進

に関し，市長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱し，２５人以内

で組織する。  

（１） 富里市民生委員児童委員協議会を代表する者 

（２） 富里市地域包括支援センターを代表する者 

（３） 富里市教育委員会を代表する者 

（４） 富里市区長会を代表する者 

（５） 富里市防犯指導員連絡協議会を代表する者 

（６） 富里市社会福祉協議会を代表する者 

（７） 富里市シルバークラブ連合会を代表する者 

（８） 富里市協働のまちづくり推進委員会を代表する者 

（９） 富里市消費生活協力員 

（１０） 富里市消費生活相談員 

（１１） 第１号から第８号までに掲げた団体等を所掌する課を代表する者 

（１２） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めた者 

 



富里市 別紙３ 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。 

２ 補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は，市職員以外の委員の中から互選によりこれを定める。 

３ 会長は，協議会の会務を総理し，協議会を代表する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは，

その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は，会長が招集し，会長が議長となる。 

２ 協議会の会議は，年３回実施する。ただし，会長が必要と認めたときは，

この限りでない。 

３ 協議会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができない。 

４ 会長が，特に必要と認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，意

見又は説明を聴くことができる。 

５ 協議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議

長の決するところによる。 

 （秘密保持義務） 

第７条 協議会の委員は，会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の

職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は，市民経済環境部商工観光課において処理する。 

 （補則） 

第９条 この要綱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

長が会議に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日以降最初に開かれる推進会議は，第６条第１項の規定

にかかわらず，市長が招集する。 
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