
地方公共団体における消費者安全確保地域協議会設置事例 

 

事例１ 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＞ 

 

事例２ 県警察本部主体の会議を法定協議会とした事例 

＜福井県＞ 

 

事例３ 県域の団体と情報交換、協議を行うことで市町村における機運の醸成を図ってい

る事例 

＜愛知県＞ 

 

事例４ 消費者行政部局主体の会議に新たに構成員を加え法定協議会として機能強化し

た事例       

＜仙台市（宮城県）＞ 

 

事例５ シンポジウムを開催し多様な団体と連携して設置した事例 

＜船橋市（千葉県）＞ 

 

事例６ 生活安全に関する協議会の専門部会を法定協議会とした事例 

＜板橋区（東京都）＞ 

 

事例７ 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）＞ 

 

事例８ 高齢福祉課主体の会議を法定協議会とした事例 

＜佐渡市（新潟県）＞ 

 

事例９ 個人情報を取り扱うものとし、消費者安全法第 11 条の２の規定に基づく情報提

供を受けた事例 

＜野洲市（滋賀県）＞ 

 

事例 10 福祉部局の会議に前置する会議として法定協議会を設置した事例 

＜交野市（大阪府）＞ 

 

事例 11 事業者連携を主とする介護保険部門主体の会議を法定協議会とした事例 

＜松江市（島根県）＞



  

事例 12 町における保健課主体の会議を法定協議会とした事例 

＜小鹿野町（埼玉県）＞ 

 

事例 13 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）＞ 

 

事例 14 消費生活相談員が見守り活動を行っている協議会の事例 

＜板野町（徳島県）＞ 

 

事例 15 社会福祉協議会主体の会議を元に法定協議会を設置した事例 

＜苅田町（福岡県）＞ 

 

  



凡例 

 

 本事例集で用いる用語の定義は、次のとおりとする。 

 

（１）協議会（又は法定協議会）：消費者安全法（平成 21年法律第 50号）第 11条の３の規

定に基づく消費者安全確保地域協議会。 

 

（２）改正消費者安全法：平成 26年６月に公布され、平成 28年４月１日から施行された消

費者安全法を改正する法律。 

 

（３）法定化：改正消費者安全法の施行以前に設置した地方公共団体の組織を、消費者安全

法第 11条の２の規定に基づく消費者安全確保地域協議会として位置付けること。 

 

（４）センター：消費者安全法第 10条第１項及び第２項の規定に基づく消費生活センター。 

 

（５）国民生活センター：独立行政法人国民生活センター。 

 

 

 





①  

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

北海道　別紙２



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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福井県警察本部主体の会議を法定協議会とした事例 

＜福井県＞ 

 

 

【協議会の名称】 

 福井県振り込め詐欺撲滅ネットワーク 

 

【設置の背景・目的】 

平成 20年度に、全国的に振り込め詐欺による被害が増大する中、福井県にお

いても過去最悪の被害が発生した平成 16 年度を上回る被害が想定されたため、

その解決策として福井県警察本部や関係機関・団体が参加する緊急対策会議を

３回開催しました。その後も、関係機関・団体が相互の連携を維持・強化する

ことにより、振り込め詐欺対策を継続的に推進し、振り込め詐欺の撲滅を図る

ことを目的として、会議を引き続き開催。これを踏まえ、平成 21年からは、福

井県警察本部において「福井県振り込め詐欺撲滅ネットワーク」として運営す

ることとし、福井県の消費者行政部局も設立当初から構成員として参加してい

ます。 

 

【法定化の経緯】福井県警察本部が運営していた既存の会議を法定化 

福井県の消費者行政部局も構成員となっていた福井県警察本部の既存の会議

（福井県振り込め詐欺撲滅ネットワーク）を法定協議会として位置付けたいと

の要望を福井県警察本部に消費者行政部局から申し入れ、了承を得た上で、会

議で構成員の合意を得ました。 

福井県の消費者行政部局が中心となり、一から会議組織を作っていく案もあ

りましたが、議論の過程で、やはり構成員が既存の会議と重複してしまうこと、

また活動内容も酷似することから、既存の会議を法定化することとしました。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 事務局が福井県警察本部にあることから、法定化に関する調整に時間を要し

ました。これを機に、必要な団体や市町を構成員として追加し、振り込め詐欺

を防ぐ視点のみならず、悪質商法一般の対策という視点から消費者の被害を関

係者、関係団体が一体となって防ぐ機能を加えるとともに、各市町担当者も参

加し、市町単位で対策を行っていくこととすることで、現在の形に至っていま

す。 
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【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６月 30日 

 

【構成員】 

 国、福井県、福井県警察本部、市町、関係団体等、計 48機関・団体により構

成されています。詳細は別紙を御参照ください。 

  

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動等）】 

 平成 28年度中に２回会議を開催しました。会議では、事務局（福井県警察本

部）から特殊詐欺の被害の現状等を説明し、その後、構成員からの事例報告や

構成員間での意見交換を実施し、情報の共有を行いました。 

 

【個人情報の取扱い】 

 構成員の活動範囲が広域であり、個人を特定した見守り活動を行うことが困

難であることから、現時点では、個人情報を取り扱う予定はありません。 

 

【今後の課題】 

 消費者安全法が目指す、消費者の被害を関係者、関係団体が一体となって防

ぐという機能を、具体的にどのように担っていくかが重要であると認識してい

ます。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：799,220人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：28.7％（平成 27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：10名 

⑤ 消費生活センター：週７日開所 

⑥ 相談受付件数：3,338件（平成 27年度） 



福井県 別紙１ 
区分  機関・団体名 

関係団体等（22） 1 公益社団法人福井県防犯協会

2 福井県防犯隊連合会

3 財団法人福井県老人クラブ連合会

4 福井県連合婦人会

5 社会福祉法人福井県社会福祉協議会

6 福井県民生委員児童委員協議会

7 福井県金融機関防犯協会

8 福井中央郵便局

9 社団法人福井県指定自動車教習所協会

10 福井県デパート・スーパーマーケット等大型小売店防犯協会

11 福井県コンビニエンスストア等防犯協会

12 株式会社ＮＴＴドコモ北陸支社

13 ＫＤＤＩ株式会社北陸総支社

14 財団法人日本防災通信協会福井県支部

15 社団法人福井県タクシー協会

16 福井県個人タクシー協同組合

17 ヤマト運輸株式会社 福井主管支店

18 佐川急便株式会社 福井営業所

19 濃飛西濃運輸株式会社 福井支店

20 甲信越福山通運株式会社 福井支店

21 福井県介護支援専門員協会

22 生命保険協会福井県協会

国（1） 23 財務省北陸財務局福井財務事務所

県（5） 24 福井県総務部市町振興課

25 福井県健康福祉部地域福祉課

26 福井県健康福祉部長寿福祉課

27 福井県安全環境部県民安全課

28 福井県消費生活センター

県警察本部（3） 29 福井県警察本部生活安全部生活安全企画課 

30 福井県警察本部生活安全部生活環境課 

31 福井県警察本部刑事部捜査第二課 

市町（17） 32 福井市市民生活部消費者センター

33 敦賀市市民生活部生活安全課

34 小浜市総務部生活安全課

35 大野市民生環境部市民生活課

36 勝山市市民生活部市民課

37 鯖江市総務部市民窓口課

38 あわら市市民福祉部生活環境課

39 越前市市民福祉部市民課消費者センター

40 坂井市市民福祉部市民生活課

41 永平寺町総務課

42 池田町総務政策課

43 南越前町総務課

44 越前町総務課

45 美浜町住民環境課

46 高浜町住民生活課

47 おおい町商工観光振興課

48 若狭町環境安全課

計 48 機関・団体 
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県域の団体と情報交換、協議を行うことで市町村における機運の醸成を図って

いる事例 

＜愛知県＞ 

【協議会の名称】 

 愛知県高齢者等消費者被害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡

会議 

 

【設置の背景・目的】 

 愛知県における 70歳以上の高齢者からの消費生活相談の現状をみると、相談

件数は増加傾向にあり、全世代に占める割合は約 13％で、高齢者の被害金額も

１件当たり 100 万円程度と、他の年代と比べ突出して高額であり、被害の状況

も深刻化しています。 

 このような高齢者被害の背景には社会的な孤立や認知力の低下などが潜んで

いることが多く、本人からの相談が少ないことで対応が遅れ被害が拡大してい

る面が見受けられます。被害を最小限に食い止めていくためには、高齢者と日

常的に接している地域の身近な方々が、高齢者の日常の変化に気付き、相談機

関につなぐなどの、見守り活動を行うことが重要であり、官と民が連携して地

域全体で取り組んでいくことが求められていると考えています。 

こうした、高齢者等の見守りなど地域に密着した活動は、基本的に、住民に

最も身近な市町村の積極的な関与が不可欠です。そこで愛知県は、改正消費者

安全法により導入された「消費者安全確保地域協議会」の仕組みを利用し、「愛

知県高齢者等消費者被害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡会議」

（以下「連絡会議」といいます。）を設置しました。連絡会議では、県域の団体

とともに高齢者等を消費者被害から守るために必要な情報交換、協議を行うこ

とで、参加団体同士顔の見える関係を築き、市町村で見守りネットワークづく

りのための気運の醸成を図ることを目的としています。 

 

【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 

 愛知県県民生活課（消費者行政担当）職員が、平成 27 年 10 月から見守りに

関係する県域の団体を訪問し、愛知県内の高齢者の消費者被害の現状、愛知県

における被害防止に向けた取組、消費生活センターにつなぐ役割の重要性等を

説明し、構成員として参加いただくよう要請をしました。平成 28 年 10 月にこ

れら団体を構成員とした準備会を開催し、構成員の方々の意見を踏まえ、翌年

２月の連絡会議の開催につなげました。連絡会議の設置要領においてこの連絡

会議を愛知県における消費者安全法第 11条の３の規定に基づく消費者安全確保

地域協議会とみなす旨を明記するとともに、県県民生活課発行の啓発紙「あい
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ち暮らしっく」やウェブサイト「あいち暮らしＷＥＢ」で協議会の設置を明ら

かにしました。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

（１）県福祉関係部局との連携について 

法定協議会の設置に当たって、県福祉関係部局により運営されていた既存の

「愛知県高齢者等見守りネットワーク構築推進会議」と連携する予定でしたが、

同会議が平成 28年３月末をもって解散することとなったため、県県民生活課主

導で設置することとなりました。ただし、同推進会議の運営を担当していた部

局も連絡会議の構成員として参加することにより、引き続き連携を図っていま

す。 

障害者の見守りに当たっては、「愛知県障害者虐待防止・差別解消推進会議」

に、協議会を運営する愛知県県民生活課の職員が出席するなどして連携してい

ます。 

（２）県と市町村の役割分担（県が協議会を設置する意義）について 

 協議会は高齢者の見守り活動等地域に密着した活動を行うことから、住民に

最も身近な地方公共団体である市町村が主導して組織すべきものとし、県はこ

うした取組を市町村に広げていくための支援をするべきものと整理しました。 

 

【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 19日 

 

【構成員】 

＜行政機関＞ 

愛知県県民生活部地域安全課、愛知県健康福祉部医療福祉計画課地域包括ケ

ア推進室、愛知県健康福祉部高齢福祉課、愛知県健康福祉部障害福祉課、愛知

県警察本部生活安全部生活安全総務課、愛知県県民生活部県民生活課（事務局） 

＜関係機関＞ 

 一般社団法人名古屋銀行協会、愛知県信用金庫協会、愛知県農業協同組合中

央会、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、愛知県生活協同組合連

合会、公益社団法人消費者関連専門家会議、公益社団法人愛知県医師会、一般

社団法人愛知県歯科医師会、一般社団法人愛知県薬剤師会、愛知県居宅介護支

援事業者連絡協議会、公益財団法人愛知県老人クラブ連合会、愛知県民生委員

児童委員連盟、社会福祉法人愛知県社会福祉協議会、特定非営利活動法人消費

者被害防止ネットワーク東海、公益社団法人全国消費生活相談員協会中部支部、

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会中部支
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部、愛知県地域婦人団体連絡協議会、愛知県生活学校運動推進協議会、愛知消

費者協会、愛知県共同購入協会、愛知県弁護士会、愛知県司法書士会、日本福

祉大学経済学部教授 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

平成 28年 10月の準備会を経て、平成 29年２月に連絡会議を開催し、最近の

消費者被害の手口・対処法を紹介するとともに、愛知県警察からは最近の特殊

詐欺の手口、被害状況について報告しました。また、構成団体からは、高齢者

等を消費者被害から守るための取組等について発表し、意見交換することで、

見守りの意識を高め合いました。 

また、連絡会議には、県内の市町村にもオブザーバーとして参加していただ

き、今後の協議会設立の参考としていただいています。 

平成 29年度は８月と２月頃に連絡会議の開催を予定していますが、うち１回

は全国の見守り先進団体や地方公共団体の事例紹介の場としたいと考えていま

す。 

 

【今後の課題】 

 高齢者等の消費者被害の未然防止という目的のために県域の団体が集まって、

顔の見える関係が構築できたことは大きな一歩です。しかし、会議を開催して

終わりでは何の意味もありません。せっかく築いた関係が各団体間の横の連携

へとつながり、地域でのネットワークづくりにつながることが望ましいと考え

ています。 

 県県民生活課では、連絡会議で培われたネットワークをいかすべく、平成 29

年度に新たな事業として、構成団体と連携して見守りの気運を高めるためのシ

ンポジウムの開催、構成団体を始め見守る方々に役立つ消費者トラブル情報の

メールマガジンによる配信、消費者ホットライン周知のためのマグネット資材

の配布をしていく予定です。 

 なお、これらは「地方消費者行政推進交付金」を活用した事業とする予定で

す。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：7,488,642人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：23.6％ 

③ 消費者行政本課の職員数：32名 

④ 消費生活相談員数：17名 

⑤ 消費生活センター：週７日開所 



③ 

⑥ 相談受付件数：10,015件（平成 27年度） 
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愛知県高齢者等消費者被害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡会議設置要領 

 

（目的） 

第１条 愛知県高齢者等消費者被害見守りネットワークづくりのための関係団体連絡会議（以下「連

絡会議」という。）は、高齢者等の消費者被害の未然防止を図るため、県域の関係機関、団体（以

下「関係機関等」という。）が連携して、高齢者等の見守り等必要な取組についての情報交換、

協議を行うことにより、市町村における高齢者等の見守りネットワークづくりの機運の醸成を

図ることを目的とする。 

２ 連絡会議は、愛知県における消費者安全法第１１条の３に基づく「消費者安全確保地域協議会」

とみなす。 

 

（協議事項） 

第２条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議を行う。 

（１）高齢者等の見守り等に関すること 

（２）構成員相互の情報交換及び調整を行うこと 

（３）市町村の支援に関すること 

（４）その他高齢者等の消費者被害の防止について必要な事項に関すること 

 

（構成員） 

第３条 連絡会議は、別表に掲げる関係機関等の職員により構成する。 

 

（座長） 

第４条 連絡会議に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選によるものとする。 

 

（運営） 

第５条 連絡会議は愛知県県民生活部長が招集する。 

２ 連絡会議の進行は座長が行う。 

３ 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の会議への出席を求めることができる。 

 

（庶務） 

第６条 連絡会議の庶務は、愛知県県民生活部県民生活課が行う。 

 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関して必要な事項は、座長が連絡会議に 

諮って決定する。 
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附則   この要領は、平成 28 年 10 月 19 日から施行する。 

 

別表 

関係機関 一般社団法人名古屋銀行協会 

愛知県信用金庫協会 

愛知県農業協同組合中央会 

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 

愛知県生活協同組合連合会 

公益社団法人消費者関連専門家会議 

公益社団法人愛知県医師会 

一般社団法人愛知県歯科医師会 

一般社団法人愛知県薬剤師会 

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会 

公益財団法人愛知県老人クラブ連合会 

愛知県民生委員児童委員連盟 

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会 

特定非営利活動法人消費者被害防止ネットワーク東海 

公益社団法人全国消費生活相談員協会中部支部 

公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協

会中部支部 

愛知県地域婦人団体連絡協議会 

愛知県生活学校運動推進協議会 

愛知消費者協会 

愛知県共同購入協会 

愛知県弁護士会 

愛知県司法書士会 

学識関係機関 

行政機関 愛知県県民生活部地域安全課 

愛知県健康福祉部医療福祉計画課地域包括ケア推進室 

愛知県健康福祉部高齢福祉課 

愛知県健康福祉部障害福祉課 

愛知県警察本部生活安全部生活安全総務課 

愛知県県民生活部県民生活課 
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消費者行政部局主体の会議に新たに構成員を加え法定協議会として機能強化し

た事例                     ＜仙台市（宮城県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 仙台市消費者の安全を守る連絡協議会 

 

【背景・設置の目的】 

 仙台市における高齢者や障害者の消費者被害の未然防止や拡大防止を図るた

め、高齢者等に関わる関係機関相互の連携を強化し、市内の被害の現状や課題等

について情報の共有を図るとともに、地域における高齢者等の見守り活動を推

進することを目的として設置しています。 

  

【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 

 本協議会は、平成 18年度に、消費生活の安全安心を確保するため関係機関等

との連携を強化することを目的として、弁護士会、司法書士会、社会福祉協議会、

事業者、消費者団体、大学生協、消費生活センターを構成員として設置し運営し

ていたところですが、平成 26年の消費者安全法の改正を踏まえ、構成員を拡充

して地域における高齢者等の見守り体制を更に強化する組織に改めました。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 地域包括支援センター連絡協議会や障害者福祉関係団体、また介護サービス

のネットワークや、老人クラブ連合会等、新たに構成員として加わっていただく

団体には、本会議の主旨について説明に伺い、了承を得ることを行いました。 

既に見守り事業で連携している団体や、消費者被害について問題意識を持

つ団体が多く、本会議の主旨に理解が得られたため、構成員として加わってい

ただくことができたものと考えます。 

 

【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】 

 協議会は次の 16団体、17名で構成しています。 

仙台市地域包括支援センター連絡協議会、仙台市民生委員児童委員協議会、仙台

市社会福祉協議会、仙台市障害者福祉協会、仙台市知的障害者関係団体連絡協議

会、仙台市精神保健福祉団体連絡協議会、仙台介護サービスネットワーク、仙台

市連合町内会長会、仙台市老人クラブ連合会、仙台市防犯協会連合会、みやぎ生
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活協同組合、日専連仙台、仙台弁護士会、宮城県司法書士会、消費者市民ネット

とうほく、宮城県警察（悪質商法担当部署・特殊詐欺担当部署） 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

会議開催頻度は年１～２回程度。活動内容としては、高齢者等の消費者被害の

事例・動向等の情報交換・共有や、関係機関・団体の会員を通じた地域への注意

喚起、見守りによる被害の早期発見・相談への誘導等です。 

 

【個人情報の取扱い】 

 構成員は市内全体という広い地域を対象範囲としている機関・団体であり、会

議の場で特定の個人について取り上げるのは適切ではないと考えられるため、

特定の個人についての個人情報は取り扱わないこととしています。 

 

【今後の課題】 

 地域における見守りの担い手となる各関係機関・団体の会員への情報提供や

地域への啓発の具体的手法などを検討していきます。 

  

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：1,056,503人（平成 28年 1月１日現在） 

② 高齢化率：21.92％（平成 28年 1月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：13名 

④ 消費生活相談員数：12名 

⑤ 消費生活センター：週７日開所 

⑥ 相談受付件数：8,299件（平成 27年度） 
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仙台市消費者の安全を守る連絡協議会設置要綱 

（平成 27年 12月 4日市民局長決裁） 

（目的及び設置） 

第１条 本市における高齢者や障害者（以下「高齢者等」という。）の消費者被害の未然防止や

拡大防止を図るため，高齢者等に関わる関係機関相互の連携を強化し，市内の被害の現状や課

題等について情報の共有を図るとともに，地域における高齢者等の見守り活動を推進すること

を目的として，仙台市消費者の安全を守る連絡協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次の事項について協議，情報交換を行う。 

(1) 市内の消費者被害の現状把握に関する事項 

(2) 消費者被害防止の取組みに関する事項 

(3) 地域における見守り活動の推進に関する事項 

(4) その他消費者被害防止の推進に関し必要な事項 

（構成） 

第３条 協議会は，委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 次に掲げる団体又は機関の構成員又は職員 

ア 仙台市地域包括支援センター連絡協議会 

イ 仙台市民生委員児童委員協議会 

ウ 社会福祉法人仙台市社会福祉協議会 

エ 社会福祉法人仙台市障害者福祉協会 

オ 仙台市知的障害者関係団体連絡協議会 

カ 特定非営利活動法人仙台市精神保健福祉団体連絡協議会 

キ 仙台介護サービスネットワーク 

ク 仙台市町内会連合会 

ケ 仙台市老人クラブ連合会 

コ 宮城県警察 

サ 仙台弁護士会 

シ 宮城県司法書士会 

ス 仙台市防犯協会連合会 

セ みやぎ生活協同組合 

ソ 協同組合日専連仙台 

タ 特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく 

(2)その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じた場合における補

欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

仙台市　別紙２



 

 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 協議会に副会長 1名を置き，会長の指名によりこれを定める。 

３ 会長は，協議会の会議を招集し，その議長となる。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

 

（庶務） 

第６条 協議会の庶務は，市民局生活安全安心部消費生活センターにおいて処理する。 

 

（委任） 

第７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，会長が協議会に諮っ

て定める。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は，平成 27年 12月４日から実施する。 

附 則（平成 28年３月 24日改正） 

この改正は，平成 28年４月１日から実施する。 
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シンポジウムを開催し多様な団体と連携して設置した事例 

＜船橋市（千葉県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 船橋市消費者安全確保地域協議会 

 

【設置の背景・目的】 

 全ての船橋市民の消費者被害の未然防止、早期発見、拡大防止等、消費者安

全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うことにより、全ての船橋市民が

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しています。 

 

【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 27年２月７日に開催された千葉県弁護士会主催の県民提案事業「消費生

活シンポジウム in船橋市」における宣言文（＝若年層から高齢者まで全ての消

費者被害防止に全力で取り組む・福祉、教育関係含む様々な団体が情報を共有

し、連携を深める場を設け消費者被害のない街を目指す。）の実現に向けた取組

と、平成 26年６月の消費者安全法の改正を受けて、再度シンポジウムのメンバ

ーで集まり、見守りネットワーク及び協議会の設立に向けた準備会が立ち上が

り、平成 28 年 10 月１日に設立されました。また、要綱に消費者安全法に基づ

く協議会とする旨を記載することとされました。 

 

【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 10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）】 

 平成 28 年度は 10 月１日の設立に当たり、同日に開催した設立式では、第１

回の協議会として事務局長から「概要説明及び今後の活動について」を説明し、

また、千葉県弁護士会の弁護士による記念講演会を実施しました。 

 

【個人情報の取扱い】 

 現状では、取り扱う予定はありません。 
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【今後の課題】 

 地域が主体となる事業であり、消費生活問題への関心や知識をいかに醸成す

るかが最大の課題となります。そのためにも見守りネットワークを早期に運用

し、具体的な事例を地域に示す必要があると考えます。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口： 627,006人（平成 28年 10月１日現在） 

② 高齢化率：23.3％（平成 28年 10月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：６名（以下、平成 28年４月１日現在） 

④ 消費生活相談員数：11名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所、第２・４土曜日も開所 

⑥ 相談受付件数：4,372件（平成 27年度） 

 



〇消費者見守りネットワーク ①情報発信の機能（行政・関連機関 ⇒ 地域の団体 ⇒ 市民）

②トラブル解決の機能（市民 ⇒ 地域の団体 ⇒ 消費生活センター ⇔ 担当部署）

スマイルダイ
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者
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消費生活センター 

消費者庁 国民生活センター 

〇地 域 

町会・自治会 

民生児童委員 

老人クラブ 

ＰＴＡ 

地区社会福祉協議会 

各公民館 

※今後、調整 

商店会 

生協等の地域事業者 

警 察 

ひまわり 

ネットワーク 

〇市役所担当課 

健康 

福祉 

教育委員会 

市民生活 

保健所 

地域包括支援センター 

在宅介護支援センター 

千葉県 くらし安全推進課

消費者安全推進室 

保健と福祉の総合窓口

さーくる 

各種相談窓口 

弁護士会 

社会福祉協議会 
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№ 団体名 役職名

1 会　長

2 副会長

3 船橋市民生児童委員協議会 理　事

4 船橋市老人クラブ連合会 事務局長

5 船橋市ＰＴＡ連合会 総務長

6 船橋市社会福祉協議会 常務理事

7 副会長

8 役　員

9 千葉県船橋警察署　生活安全課 課　長

10 千葉県船橋東警察署　生活安全課 課　長

11 弁護士

12 弁護士

13 弁護士

14 船橋市市民生活部 市民安全推進課 課　長

15 船橋市健康・高齢部 地域包括ケアシステム推進室 室　長

16 船橋市健康・高齢部 高齢者福祉課 課　長

17 船橋市健康・高齢部 包括支援課 課　長

18 船橋市福祉サービス部 地域福祉課 課　長

19 船橋市教育委員会学校教育部 児童・生徒防犯安全対策室 室　長

20 船橋市教育委員会生涯学習部 青少年課 課　長

21 船橋市経済部 部　長

船橋市消費者安全確保地域協議会委員

船橋市自治会連合会

千葉県弁護士会

船橋在宅医療ひまわりネットワーク
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生活安全に関する協議会の専門部会を法定協議会とした事例  

＜板橋区（東京都）＞ 

 

【協議会の名称】 

 生活安全協議会 特殊詐欺・悪質商法対策専門部会 

 

【設置の背景・目的】 

 地域における犯罪等を未然に防止するため、板橋区、関係機関、関係団体、事

業者及び板橋区民が、相互に連携した活動を行うことにより、地域社会における

生活安全を推進することを目的として、板橋区危機管理室が所管する「板橋区生

活安全条例」の第７条の規定に基づき設置された、板橋区、関係機関・団体等が

生活安全に関する協議を行う機関です。 

「生活安全協議会」の委員は、板橋区長、板橋区議会正副議長、企画総務委員

長、板橋区内警察署長、消防署長や、防犯協会、防火防災協会等の関係機関・団

体から選出された委員合計 28名で構成されています。 

 

【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 

 従前から、「生活安全協議会」において設置している専門部会の一つ「特殊詐

欺・悪質商法対策専門部会」の事務局を、板橋区の消費者センターが担っており、

これを法定協議会の機能も兼ねるものとしました。 

専門部会の開催原議に「この生活安全協議会特殊詐欺・悪質商法対策専門部会

は、消費者安全法に基づく『消費者安全確保地域協議会』を兼ねることとする。」

と記載しています。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 板橋区には、福祉部門が事務局を担う、主に独居の高齢者を見守るネットワー

クも存在していますが、今後消費者行政部局として積極的に活動をしていくた

めには、既に事務局を担っている本専門部会の方が他機関との連携もとりやす

く、法定協議会に適しているものであることから、これを法定協議会とした経緯

があります。 

 

【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７月 22日 

 

【構成員】 

 別紙参照。 
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【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

専門部会は年２回開催している。 

特殊詐欺や悪質商法における被害の現状について、板橋区からの啓発等活動

計画（悪質商法の高齢者被害への対策、消費者教育、特殊詐欺対策等）の実施報

告や、警察からの重点犯罪等に関する報告を行います。各委員からの意見徴収・

協議・情報共有も行っています。 

 

【個人情報の取扱い】 

 現状、取り扱う予定はありません。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口： 556,859人（平成 28年 10月１日現在） 

② 高齢化率：22.9％（平成 28年 10月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：８名 

④ 消費生活相談員数：６名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：4,065件（平成 27年度） 
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（１８人）

構成員

1 町会連合会　役員

2 産業連合会　理事

3 青少年健全育成地区委員会連合会　役員

4 小学校校長会　役員

5 小学校PTA連合会　役員

6 民生・児童委員協議会　役員

7 消費者団体　代表

8 東京都宅建業取引協会板橋区支部　役員

9 公募委員

10 板橋警察署生活安全課長

11 志村警察署生活安全課長

12 高島平警察署生活安全課長

13 板橋区区民文化部地域振興課長

14 板橋区健康生きがい部おとしより保健福祉センター所長

15 板橋区都市整備部住宅政策課長

16 板橋区教育委員会事務局生涯学習課長

17 板橋区産業経済部くらしと観光課長（消費者行政の担当課長）

18 板橋区危機管理室防災危機管理課長

H28 生活安全協議会特殊詐欺・悪質商法対策専門部会　構成員
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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 



吉川市 別紙１ 

8 
 

                          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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高齢福祉課主体の会議を法定協議会とした事例 

＜佐渡市（新潟県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 地域見守り事業関係団体連絡会議 

 

【設置の背景・目的】 

高齢者等の安全安心のための見守りを、行政、事業者、関係機関で実施する

という目的の下、平成 27年度から佐渡市の高齢福祉課が中心となり、関係部局、

関係団体、関係機関、事業者と連携した横断的な高齢者の見守り等を行う「佐

渡市見守り事業関係団体連絡会議」が発足しました。佐渡市消費生活センター

は、構成員として当初から参加していました。 

 

【法定化の経緯】高齢福祉課が運営していた既存の会議を法定化 

 本会議の取組内容が、高齢者等の安全安心のための見守りを行政、事業者、

関係機関で実施するという共通目的の下に行われるものであることから、本会

議を法定協議会として機能させることにより、この取組を継続できるよう消費

者行政部署から高齢福祉課へ説明をすることで、法定化することができました。 

会議の中で、消費者安全法に基づく消費者安全確保地域協議会であることを

説明し、了承を得た旨を議事録に記録しています。 

 なお、消費者行政部局を中心とした会議を一から構成する案もありましたが、

見守りに関する活動という目的は共通であることや、また、構成員がほぼ同じ

メンバーとなるところ、負担軽減及び効率化を図る必要があることから、既に

設定されていた本会議を法定協議会でもある、とすることとしました。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 高齢福祉課の想定している見守りは、高齢者の健康や生命の危険についての

ものであるという認識が強かったので、消費者被害による精神的苦痛や金銭ト

ラブルでも生活が脅かされるおそれがあるということも理解してもらうよう努

めました。既に地域包括支援センターでは、高齢者虐待防止法や介護保険法に

基づく消費者被害に関わる支援も実施されており、一定程度の理解はされてい

たので、説明は行いやすかったといえます。 

 同時に、法定化し「消費者安全法に基づく会議でもあること」を、明確に位

置付けたことにより、今までの「高齢者の健康や生命の危険を抑止するための

会議」という認識だけでなく、「消費者問題に関連する見守りも行う会議である」

という意識をより強く持つことができ、構成員の消費者被害解決への意識が向
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上しました。 

社会福祉課所管の民生委員を構成員に加えることも検討されていたものの、

本会議が高齢福祉課の連絡会議であったため、実現には至りませんでした。今

後調整していくことを予定しています。 

 

【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 11月 16日 

 

【構成員】 

 郵便局、ヤマト運輸、新潟県総合生活協同組合、第四銀行、北越銀行、大光

銀行、新潟県労働金庫、新潟県信用組合、新潟大栄信用組合、佐渡農業協同組

合、羽茂農業協同組合、新潟県信用漁業協同組合連合会、警察、弁護士、地域

包括支援センター、消防、子ども若者相談センター、消費生活センター、高齢

福祉課  

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

・会議（年１回）開催による情報交換 

・協議会構成員の事業所宛てに FAX による「消費者トラブル情報」の発信（消

費生活センターに寄せられる相談事例について情報提供し、日常業務中に高齢

者等への声掛けを実施していただくとともに、悪質業者の情報があれば連絡し

ていただくことを目的としています。）。 

 

【個人情報の取扱い】 

民間の事業者も多く参加する会議であるため、現状、取り扱う予定はありま

せん。 

 

【今後の課題】 

 介護保険法の改正により総合支援事業へ移行することから、高齢福祉課では

今後、もう少し小規模な地区ごとの社会資源を利用した見守りを検討しており、

本会議は、その小規模な単位でも消費者行政部署から会議等への出席及び情報

発信をして機能させていく予定です。高齢福祉課の事業の動向について、担当

者と連携し情報共有していく予定です。 

事業者へは、通報につながる活動ということだけではなく、消費者に寄り添

った緩やかな見守りを実施してもらい、消費生活センターや地域包括支援セン

ターへの相談を勧めてもらうような形（「見守ろう」、「つなげよう」、「相談しよ

う」）で、事業者に過度な負担にならないような見守りをお願いしていく予定で
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す。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：58,527人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：40.3％（平成 27年１月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：４名 

④ 消費生活相談員数：２名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：649件（平成 27年度） 
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　　　　佐渡市地域見守り事業関係団体連絡会議　  　　  佐渡市　別紙２

組　織　名

日本郵便　金井郵便局

ヤマト運輸株式会社　佐渡支店

新潟県総合生活協同組合　佐渡支所

第四銀行　佐和田支店

北越銀行　佐和田支店

大光銀行　佐和田支店

新潟大栄信用組合　相川支店

新潟県労働金庫　佐渡支店

新潟縣信用組合　畑野支店

佐渡農業協同組合　金融事業部

羽茂農業協同組合

新潟県信用漁業協同組合連合会　佐渡支店

新潟県佐渡西警察署

新潟県佐渡東警察署

佐渡ひまわり基金法律事務所

佐渡中央地域包括支援センター

佐渡西地域包括支援センター

佐渡東地域包括支援センター

佐渡南地域包括支援センター

佐渡市消防本部

佐渡市子ども若者相談支援センター

佐渡市消費生活センター

佐渡市高齢福祉課（事務局）
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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） 



悪質業者

消費者庁等

①押収した顧客名簿

③顧客名簿
情報提供

野洲市消費者安全確保地域協議会

行政
処分
等

警察官

民生委員

社会福祉協議会
スタッフ

医者
ヘルパー
ケアマネ

その他
必要な支援者

市職員

見守りリスト
対象者Aさん

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

野洲市 別紙１
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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



野洲市 別紙２ 

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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福祉部局の会議に前置する会議として法定協議会を設置した事例 

＜交野市（大阪府）＞ 

 

【協議会の名称】 

 交野市消費者安全確保地域協議会 

 

【設置の背景・目的】 

交野市では、以前から、高齢者に対する支援充実及びそれを支える社会基盤

整備のため、地域包括支援センターを中心とする「交野市地域包括ケア会議」（以

下「ケア会議」といいます。）が開催されていました。また、平成 23 年に、消

費生活センターが保健福祉総合センターに移転し、高齢者の権利侵害を未然に

防ぐため福祉部局等と連携を図ってきました。このような高齢者の消費者被害

防止のための取組がきっかけとなり、平成 27年４月に消費生活センターがケア

会議の構成員として加わることとなりました。 

 

【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 

当初は、ケア会議を消費者安全確保地域協議会の機能も兼ねる会議にしよう

と検討していましたが、ケア会議が既に福祉部局の交付金を活用して運用され

ていたこと、また消費者安全確保地域協議会では警察との連携も検討していた

ところ、警察はケア会議の構成機関ではなかったこと等の理由により、構成機

関として警察関係者も加えた新しい別の組織を作る方向で、協議会の検討を図

ることになりました。 

そのため、構成機関は、ケア会議の構成員をそのまま活用するとともに、警

察にも構成機関として加わっていただくようセンターから依頼し、了承を得ま

した。なお、協議会の要綱第２条において、「前条の目的を達成するため、消費

者安全法第 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を設置する」

と明記しています。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 福祉関係の事業所や介護支援専門員、ヘルパー等の方は、日常業務の都合上、

常に会議に参加することが難しいため、新たに協議会を設けてもケア会議とは

別日程で会議を開催することは困難でした。 

そこで、毎月１回開催されるケア会議を活用し、この会議前に協議会を開催

することで、構成員の協議会への参加負担を軽減することができました。 
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【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 11月１日 

 

【構成員】 

 交野市福祉部高齢介護課、交野市福祉部生活福祉課、交野市福祉部障がい福

祉課、大阪府四條畷保健所、交野市居宅介護支援事業所連絡会、交野市訪問介

護事業所連絡会、交野市通所系介護事業所連絡会、交野市グループホーム連絡

会、交野市訪問看護ステーション連絡会、交野市医師会、交野市地域包括支援

センター、交野警察署、その他関係機関、交野市消費生活センター 

  

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

 平成 28年 11月から毎月１回、会議を開催。 

交野警察署から、交野市内で多い犯罪等の情報提供や歳末警戒等の取組につ

いて説明し、関係機関との情報共有を行う。 

 

【個人情報の取扱い】 

現在協議会では、個人情報の取り扱いをしていませんが、協議会を運営して

いく中で必要となった場合、交野市個人情報保護条例その他の関係法令等を遵

守しつつ、その方法や提供する範囲等について、先進的な取組をしている地方

公共団体を参考に検討していく予定です。 

 

【今後の課題】 

協議会の中で、弁護士との勉強会などの実施も検討していきます。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：78,015人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：26％（平成 28年１月１日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：１名 

④ 消費生活相談員数：２名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：688件（平成 27年度） 
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交野市消費者安全確保地域協議会 組織図 
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交野市消費者安全確保地域協議会設置要綱  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、消費者の利益の擁護及び増進に関連する関係機関・団体（以下「構

成機関」という。）が連携して、消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行う

ことを目的とする。 

 

（消費者安全確保地域協議会の設置） 

第２条 前条の目的を達成するため、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（以下「協議会」という。）を設置する。 

２ 協議会の構成機関は、別表１のとおりとする。 

３ 協議会には、前項に規定する構成機関のほか、この趣旨に賛同する機関等を加えるこ

とができる。 

 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる協議・調整等を行う。 

（１）協議会は、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関す

る協議を行う。 

（２）協議会は、消費生活上特に配慮を要する消費者の見守り等必要な取組みを行う。 

（３）その他消費者被害防止のため、必要と認められる事項 

 

（会議等） 

第４条 協議会は、消費者被害の拡大防止又は未然防止のため、必要に応じて開催するも

のとする。 

 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、交野市消費生活センターにおいて処理するものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第６条 協議会の構成機関及び構成員であった者は、会議等で知り得た情報を漏らしては

ならない。 

 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年１１月１日より施行する。 

 



交野市 別紙２ 

別表１ 

 

交野市消費者安全確保地域協議会構成機関 

 

交野市福祉部高齢介護課 

交野市福祉部生活福祉課 

交野市福祉部障がい福祉課 

大阪府四條畷保健所 

交野市居宅介護支援事業所連絡会 

交野市訪問介護事業所連絡会 

交野市通所系介護事業所連絡会 

交野市グループホーム連絡会 

交野市訪問看護ステーション連絡会 

交野市医師会 

交野市地域包括支援センター 

交野警察署 

交野市消費生活センター 

その他関係機関等 
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事業者連携を主とする介護保険部門主体の会議を法定協議会とした事例 

＜松江市（島根県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 松江市地域における高齢者の見守りネットワーク 

 

【設置の背景・目的】 

松江市では、高齢者の健康問題や認知症に起因する問題、また虐待の問題等

が増加傾向にあったため、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられ

る地域社会の実現を目指し、介護保険部門が中心となって「松江市地域におけ

る高齢者の見守りネットワーク」を平成 27年度に設立しました。 

このネットワークは、地域住民や生活に関連する協力事業者が、日常の生活

や業務の中で「さりげない見守り」を行い、何らかの異変を感じた場合には地

域包括支援センター等に連絡を行う体制を構築し、協力事業所と松江市介護保

険課を中心とした警察署や消防署などの実施機関とが連携を図りながら見守り

を行っています。 

消費者行政部局においては、改正消費者安全法の施行を機に、またこのネッ

トワークの事業内容に「消費者被害の防止」を明記していることも踏まえて、

本事業に積極的に関わり出すようになりました。 

 

【法定化の経緯】介護保険部門が運営していた既存の会議を法定化 

 平成 28年 10月 17日開催の「松江市地域における高齢者の見守りネットワー

ク事業協力事業所連絡会」において、このネットワークが法定協議会としても

位置付けられることを表明し、了解されました。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 介護保険部門と消費者行政部局とは、元々綿密な連携がとられており、「松江

市地域における高齢者の見守りネットワーク」の設置当初から、消費者問題の

観点からも高齢者の見守りをする必要は認識されていたことから、比較的スム

ーズに法定化することができました。 

また、法定協議会となったことにより、構成員の各事業者においても「消費

者問題の観点からも見守る」意識が高まり、より効果的な活動が可能になった

ことが実感されています。 

 

【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 17日 
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【構成員】 

 別紙参照。別紙に掲げる協力事務所・団体のほか、警察署、消防署、地域包

括支援センター（松江市社会福祉協議会）、松江市介護保険課、松江市市民生活

相談課消費・生活相談室が構成員になっている。  

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

 平成 28 年度から、年１回協力事業所連絡会を開催することとしております。

平成 28年度の第１回目の連絡会では、参加事業者ごとの取組事例の紹介や、行

政から現状や今後推進する取組の報告等を行いました。 

 

【個人情報の取扱い】 

現状、取り扱う予定はありません。 

 

【今後の課題】 

 現在は高齢者のみを対象とする見守り事業であり、障害者等他の社会的弱者

への取組は行っていません。今後は部局間の理解・連携を更に深め、より広範

な対象を見守る活動としていくことを検討しています。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：204,247人（平成 28年３月 31日現在） 

② 高齢化率：28.05％（平成 28年３月 31日現在） 

③ 消費者行政本課の職員数：５名（消費生活相談員含む。） 

④ 消費生活相談員数：３名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：758件（平成 27年度） 
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松江市地域における高齢者の見守りネットワークのてびき 

～地域でともに支えあい いきいき暮らせるまちづくり～ 

平成 27年 3月 

松江市 健康福祉部 介護保険課 

（抜粋）

松江市　別紙１
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○見守りの必要性

松江市の高齢化率は、平成 26 年 3 月末現在で 26.53％となっており、今後も高くなることが予想

されます。65歳以上の高齢者のうち、5人に 1人が要介護認定を受けており、今後、要介護認定者も

増加していくと考えられます。また、要介護認定者に占める認知症高齢者は 66.5％を占めており、そ

のうちの 54.0％は在宅で生活をしている状況です。 

このような状況の中、認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、

地域住民や地域全体による見守りや支え合いが不可欠であり、日常生活の中でのさりげない見守り体制

づくりが重要です。 

○事業の目的

松江市と協力事業者が相互に協力し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられる地域社会

の実現を目指して、高齢者をさりげなく見守り、地域全体で支えあう体制を確保することにより、地域

福祉の向上を図ることを目的とします。 

○高齢者の見守りネットワークのイメージ図

 高齢者の見守りネットワークは、地域住民や民間事業者、専門機関等、地域の様々な関係機関がそれ

ぞれの役割の中で、相互に連携をしながら、見守り活動を行うことで、誰もが安心して暮らし続けられ

る体制が構築されている状況を目指します。 

松江市　別紙１
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○見守りの方法

高齢者の異変を発見した場合の連絡・支援の流れ 

高齢者虐待が疑われる状況の場合、高齢者虐待防止法に基づいて通報の義務が定められているため、

本人や家族の同意がなくても通報をすることができます。 

高齢者の様子が気がかりな状況で、本人や家族と話ができる場合は、気になる様子を聞いてみたり、

「心配なので地域包括支援センターに相談できるので連絡をしておきましょうか」と、まず声をかけて

みましょう。 

○各関係機関の役割

①協力事業者

・日常業務の範囲内において、地域の高齢者に対して「さりげない見守り」を行い、何らかの異変

を発見した場合は、松江市の地域包括支援センターに連絡をする。 

・緊急性があると判断されるときは、必要な措置を行うとともに、警察署又は消防署へ通報する。 

②地域包括支援センター

・協力事業者からの連絡により、状況を確認し、必要な支援や対応を行う。

・状況確認や支援にあたっては、必要に応じて民生児童委員や福祉推進員等の関係団体と連携して

対応する。 

③松江市（介護保険課）

・事業が適正かつ円滑に実施ができるよう、協力事業者等との連絡調整を行う。

・協力事業者の登録及び事業所名等の公表。

・事業の普及及び啓発により、協力事業者の拡大に努める。

松江市　別紙１



松江市地域における高齢者の見守りネットワーク事業　協力事業所・団体　（H28.１.13現在）

松江市　別紙２

事業者
事業

管理者 事業者・団体

◎ 松江中央郵便局

◎ 中国電力株式会社　松江営業所

◎ 第一環境株式会社

◎ 松江市上下水道局

◎ 島根県LPガス協会　松江支部

◎ 松江市ガス局

◎ 松江一畑交通株式会社

◎ 一畑バス株式会社

◎ 株式会社サンライズ美保関

◎ 日本交通株式会社

◎ 双葉タクシー株式会社

◎ ミツワタクシー株式会社

◎ 有限会社いやタクシー

◎ 有限会社クリーンサービス

◎ 松江市交通局

◎ モルツウェル株式会社

13 3

交通

合計

事業種別

郵便

電気

水道

ガス

配食
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町における保健課主体の会議を法定協議会とした事例 

＜小鹿野町（埼玉県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進会議 

 

【設置の背景・目的】 

小鹿野町では、高齢者等の健康や安全に関する問題に重点的に取り組む必要

があり、小鹿野町内在住の高齢者、障害者及び認知症当事者の見守りを行うと

ともに、異変を認めた場合は適切な支援につなげ、高齢者等が孤立することな

く、安心して生活を送ることができる地域を形成するため、「小鹿野町高齢者見

守りネットワーク推進会議」（以下「本ネットワーク」といいます。）を設置す

ることとしました。 

 小鹿野町役場内での部局間の連携は常に図られており、また、職員が業務を

兼務することも多く、本ネットワークの設置に当たっては、消費者行政部門（担

当者）も、会議に参加をすることになりました。 

  

【法定化の経緯】小鹿野町保健課が運営していた既存の会議を法定化 

 小鹿野町保健課により既に本見守りネットワークが組織されておりましたが、

当初は設置要綱もなく運用されていたため、「消費者安全確保地域協議会を兼ね

る」という文言を入れた設置要綱を作成し、平成 28年４月１日から施行しまし

た。要綱作成等の事務作業は保健課で実施しました。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 小鹿野町では、保健課の協力により、要綱の作成等、本ネットワークをスム

ーズに法定協議会とする手続を行うことが可能でした。ただし、要綱等を作成

するとなるとを一時的であるとはいえ事務量が増える上、既存のネットワーク

等の会議で報酬、費用弁償等が発生している場合は、費用負担の調整が必要な

ると考えられます。いずれにしても、既存の会議を運営している担当課の協力

が不可欠となります。 

 

【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】 

 委嘱委員 30名 【内訳】医療関係者５名（開業医、薬剤師、秩父中央病院認



⑫ 

知症疾患医療センター、小鹿野中央病院地域連携室）・民生児童委員２名（会長

及び高齢者福祉部担当委員）・認知症家族会１名・ボランティア１名（傾聴ボラ

ンティア）・老人クラブ連合会１名・居宅介護支援事業者、介護保険サービス関

係者７名（小鹿野町内に事業所のあるケアマネージャー、特別養護老人ホーム、

グループホーム、訪問介護）・支えあい助け合い協力店７名（ちちぶ農協小鹿野

支店、小鹿野郵便局、埼玉信用組合小鹿野支店、埼玉りそな銀行小鹿野支店、

新聞店、生活協同組合コープみらいちちぶ、シルバー人材センター）・行政機関

関係者６名（小鹿野警察署生活安全課、秩父消防署西分署、小鹿野町社会福祉

協議会、小鹿野町役場総務課消防団担当、福祉課高齢者福祉担当、おもてなし

課消費者行政担当） 

  

【協議会の取組（会議の頻度、活動等）】 

 年３回の会議を開催し、内容としては保健課、福祉課による高齢者に対する

事業や取組の紹介・報告や、各委員からの事例相談等の情報交換が主（個人情

報は取り扱わない。）となっています。 

消費者行政については、相談窓口の周知が主となり、埼玉県等から送付され

た情報等を紹介しています。前回の会議では、埼玉県消費生活支援センター熊

谷から講師の派遣を受け、「高齢者の消費者被害防止講座」を開催しました。 

 

【個人情報の取扱い】 

 見守りリストの作成を行う予定はなく、会議では個人が特定できる情報等は

取り扱わないこととしています。その理由としては、様々な職種の委員、また

民間事業者等に属する委員も多くいるため、そのような会議全体で取り扱うこ

とは難しいと思われるからです。 

 

【今後の課題】 

小鹿野町では消費生活相談は秩父市に委託しており、相談対応の知識の蓄積

が限られるため、今後委員から会議の中で事例相談等があった場合に、その場

で具体的な対応方法等についての説明等ができるかが課題です。 

  

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：12,471人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率： 33.8％(平成 29年１月１日現在) 

③ 消費者行政本課の職員数：１名（兼務）（おもてなし課 10名）     

④ 消費生活相談員数：(秩父市)２名 

⑤ 消費生活センター：（秩父市）週５日 
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⑥ 相談受付件数：26件（平成 27年度）（小鹿野町分） 



職種 所属

1 医師 本間医院院長 認知症サポート医 【会長】

2 歯科医師 しまだ歯科医院院長 歯科医師代表 【副会長】

3 薬剤師 秩父薬剤師会調剤センター

4 施設 特別養護老人ホーム小鹿野苑施設長

5 施設 特別養護老人ホーム花菖蒲・両神施設長（総合施設長）

6 施設 啓愛の里・さくら所長

7 施設 グループホーム茅の里 ケアマネージャー

8 施設 グループホームわらび苑 ケアマネージャー

9 警察署 小鹿野警察署生活安全課長

10 消防署 秩父消防署西分署長

11 民生・児童委員 民生・児童委員会長

12 民生・児童委員 民生・児童委員高齢者福祉部担当

13 老人クラブ連合会 老人クラブ連合会会長

14 病院 秩父中央病院認知症疾患医療センター 相談員

15 病院 国保町立小鹿野中央病院地域連携室室長 相談員

16 ボランティア 小鹿野町傾聴ボランティア会長

17 家族の会 小鹿野町認知症家族の会

18 介護支援専門員 小鹿野町在宅介護支援センター ケアマネージャー

19 訪問介護 （有）はりま ヘルパー

20 支えあい助け合い協力店 ちちぶ農協小鹿野支店支店長

21 支えあい助け合い協力店 小鹿野郵便局局長

22 支えあい助け合い協力店 埼玉信用組合小鹿野支店支店長

23 支えあい助け合い協力店 埼玉りそな銀行小鹿野支店支店長

24 支えあい助け合い協力店 田隝新聞店店主

25 支えあい助け合い協力店 生活協同組合コープみらいちちぶセンター長

26 支えあい助け合い協力店 シルバー人材センター専務理事兼事務局長

27 行政 社会福祉協議会事務局長

28 行政 総務課消防担当

29 行政 福祉課高齢者福祉担当

30 行政 おもてなし課消費者行政担当

備考

平成２８年度　小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進委員名簿（委嘱委員） 　　　　　　　　　小鹿野町　別紙１
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○小鹿野町高齢者見守りネットワーク推進会議設置要綱 

平成２８年３月３１日 

告示第４２号 

(設置) 

第１条 小鹿野町在住の高齢者、障害者及び認知症当事者(以下「高齢者等」という。)

の見守りを行うとともに、異変を認めた場合は適切な支援に繋げ、高齢者等が孤立

することなく、安心して生活を送ることができる地域を形成するため、小鹿野町高

齢者見守りネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。 

２ この推進会議は地域包括ケアシステムの地域ケア推進会議に位置づけ、消費者安

全法(平成２１年法律第５０号)に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねる。 

(役割) 

第２条 推進会議は、次に掲げる事項を行うものとする。 

（１） 推進会議での委員間の連絡調整及び会議の開催 

（２） 高齢者等の見守りや支援活動 

（３） 推進会議での活動に関する知識の普及及び啓発 

（４） その他高齢者等の支援に必要な事項 

(組織) 

第３条 推進会議は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 医療関係者 

（２） 小鹿野町民生委員・児童委員協議会の会長 

（３） 認知症家族会関係者 

（４） ボランティア関係者 

（５） 小鹿野町老人クラブ連合会の会長 

（６） 居宅介護支援事業関係者 

（７） 介護保険サービス事業関係者 

（８） 消費生活協力団体 

（９） 学識経験を有する者 

（１０） 行政機関関係者 

（１１） その他町長が必要と認める者 
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(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とし町長が委嘱する。ただし、前任者が欠けた場合にお

ける後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

(会長及び副会長) 

第５条 推進会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、会長が委員の中から指名する。 

(会長の職務等) 

第６条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときには、その職務

を代理する。 

(会議) 

第７条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。 

２ 推進会議は、特に必要があると認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

(秘密の保持) 

第８条 委員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も

同様とする。 

(庶務) 

第９条 推進会議の庶務は、保健課において処理する。 

(その他) 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が推進会議に諮って別

に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
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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
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・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
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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 
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（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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消費生活相談員が見守り活動を行っている協議会の事例 

＜板野町（徳島県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 板野町消費生活地域協議会 

 

【設置の背景・目的】 

 板野町の消費生活相談所は、所長を含め相談員３名が、電話、来所に加え、訪

問による相談対応のほか、出前講座や定期講座（おさいふ学ミニ講座）などの啓

発活動を実施しています。 

 相談対応については、役場・相談所・社会福祉協議会・地域包括支援センター

等が１か所に集まっているため、これまでも他の連携機関と共に戸別訪問をし

たり、相談に応じて連携したりするなど迅速な対応を行ってきました。 

 しかし、この相談連携体制は、相談員個人のつながりに依存する部分が大きく、

将来に向けて維持・向上させていくためには、持っている強みをシステム化する

必要がありました。 

 

【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 

 そのような中、板野町の相談連携体制が評価され、消費者庁から「地方消費者

行政推進交付金の『先駆的プログラム』を活用し、地域の見守りネットワークで

ある消費者安全確保地域協議会を設置できないか」との提案を受けて、県内初の

法定協議会となる板野町消費生活地域協議会の設置を実現しました。 

 

【設置の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 法定協議会を設置することに対して構成員の同意を得られるかに不安があり

ました。 

それにもかかわらず、設置できた要因としては、相談所所長が民生委員を務め

た経験があり、その当時から社会福祉協議会の職員や保健師の方々と連携を図

ることができていたことや、消費生活相談所を開設（平成 22年）した際、町内

関係機関への周知活動をしていたこと等が挙げられます。 

 

【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】 

 板野警察署、阿波銀行 板野支店、徳島銀行 板野支店、日本郵便株式会社 板
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野郵便局、板野郡農業協同組合 板野支店、板野町民生児童委員協議会、板野町

老人クラブ連合会、板野町消費者協会、おさいふ学ミニ講座 参加者、板野町社

会福祉協議会、徳島県生活安全課、板野町、板野町教育委員会、板野町地域包括

支援センター、板野町消費生活相談所 

 

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

○協議会開催実績 

平成 27年度 

10/30 発足に伴い協議会を開催。同時に、既に地域見守りの協議会を立ち上

げている地方公共団体の相談員を講師に招き研修会を開催しました。                                                  

11/25 『精神障害者の生活支援及び金銭管理について』をテーマに、医療機

関から講師を招いて事例検討会を開催しました。 

12/22 『障害者が交通事故の被害者となったケース』について、行政書士及

び交通事故相談員をアドバイザーとして招き、事例検討会を開催しまし

た。 

１/28 『相続と遺言、遺産分割の手続き』をテーマに、行政書士を招き、事

例検討会を開催しました。 

２/16 認知症や障害者の方への対応を改めて学ぶため、『統合失調症と認知

症』をテーマに、医療機関から講師を招き、研修会を開催しました。 

 

平成 28年度 

10/21 構成員である板野警察署 生活安全課長の講座を開催し、平成 27年度

の事業実施報告を行いました(23名参加）。 

※事例検討会は不定期開催で、協議が必要な事例があった際などに適宜開催

することとしています。 

 

○その他、見守りに関連する取組 

・『ここは板野警察署巡回地域です』と記載した悪質な訪問販売お断りステッ

カーを警察と連携して作成し、町内全域に配布しました。 

・訪問による相談対応が必要と判断した場合は、可能な限り社会福祉協議会の

職員や保健師等とともに訪問しています。 

・平成 28年度からは、相談案件の掘り起こしのため、町内を順に戸別訪問を

行っており、それがきっかけで相談につながったケースもあります。 

・協議会で声掛け時の気付きのポイントやトラブル事例等を紹介した見守りネ

ットワークのガイドブックを作成し、関係先に配布しました。 
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【個人情報の取扱い】有り（ただし、構成員が知った個人情報の提供を受けるの

み） 

・見守りリスト：無し。                                                                 

・個人情報の取扱い：有り。ケース会議・見守り（訪問）時における個人情報

の共有。                       

・提供の範囲：一部の構成員で開催するケース会議時に、問題解決のため個人

情報を共有することとしています。 

 

【今後の課題】 

 協議会の発足により、連携が取りやすくなった反面、個人情報等の取扱いにつ

いては十分な配慮が必要であると考えています。 

 また、協議会での連携を途切れることなく維持させるため、各組織で担当者が

代わる際の「引き継ぎ」について、より良い方法を模索する必要があると考えて

います。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：13,648人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：29.7％ 

③ 消費者行政本課の職員数：７名 

④ 消費生活相談員数：３名 

⑤ 消費生活センター：週５日開所 

⑥ 相談受付件数：177件（平成 27年度） 
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№ 所属名

1 板野警察署 生活安全課

2 阿波銀行　板野支店

3 徳島銀行　板野支店

4 日本郵便株式会社　板野郵便局

5 板野郡農業協同組合

6 板野町民生児童委員協議会

7 板野町老人クラブ連合会

8 板野町消費者協会

9 おさいふ学ミニ講座参加者

10 板野町社会福祉協議会

11 徳島県 危機管理部 県民くらし安全局 生活安全課

12 板野町教育委員会

13 板野町役場　福祉保健課

14 板野町地域包括支援センター

15 板野町役場　税務課

16 板野町役場　住民課

17 板野町役場　産業課

18 板野町消費生活相談所

板野町消費生活地域協議会　構成員
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社会福祉協議会主体の会議を元に法定協議会を設置した事例 

＜苅田町（福岡県）＞ 

 

【協議会の名称】 

 苅田町消費者安全確保地域協議会 

 

【設置の背景・目的】 

苅田町では以前から、社会福祉協議会を中心として民生委員や児童委員、区

長連合会や老人クラブ連合会等の民間人や団体、また地域包括支援センター等

の行政機関が連携して地域の見守り等の活動を行う「苅田町見守りネットワー

ク協議会」がありましたが、近年に消費者被害に関する相談が増えたことを受

け、消費者問題に特化した見守り会議が必要であるという認識が高まっていま

した。 

 

【設置の経緯】 

社会福祉協議会を始めとする構成員の消費者問題に関する意識が高かったた

め、消費者行政部局であるくらし安全課が「苅田町見守りネットワーク協議会」

をそのまま活用する形で「苅田町消費者安全確保地域協議会」（以下「本協議会」

といいます。）を設置しました。苅田町消費者安全確保地域協議会設置規程第１

条に消費者安全法に基づいて設置していることを明記しています。 

 

【法定化の過程で生じた課題及びそれに対する解決策】 

 「苅田町見守りネットワーク協議会」において、消費者問題に対する関心の

高まりがあったため、比較的簡単に設置できたと思われます。共通の問題認識

を持っていることが重要です。 

「苅田町見守りネットワーク協議会」は地域の見守りについて総合的な分野

で取組を行う組織であり、従来くらし安全課は参加していませんでしたが、本

協議会の設置を機会に、参加者との密な連絡体制を構築していくことができる

ものと考えます。 

 

【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 12月 26日 

 

【構成員】 

 苅田町社会福祉協議会会長、苅田町民生委員・児童委員、苅田町区長連合会、

苅田町老人クラブ連合会、小地域福祉活動推進地区、地域包括支援センター、
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苅田町地域福祉課長、行橋警察署生活安全課長、苅田町くらし安全課長（事務

局員）、苅田町消費生活専門相談員。 

  

【協議会の取組（会議の頻度、活動内容等）】 

年に一度会議を開催し、情報交換等を行う予定です。 

 

【個人情報の取扱い】有り（構成員が知った個人情報の提供を受けるのみ）  

 くらし安全課（事務局）に消費生活相談員が配置されているため、民間の団

体等から消費者問題に関する相談を受けた時にスムーズに対応することが可能

です。 

 

【基礎データ（人口・高齢化率等）】 

① 人口：36,307人（平成 28年１月１日現在） 

② 高齢化率：22.9％（平成 27年３月末） 

③ 消費者行政本課の職員数：５名 

④ 消費生活相談員数：１名 

⑤ 相談受付件数：282件（平成 27年度） 

  



○苅田町消費者安全確保地域協議会設置規程

（平成 28年 12月 26日告示第 79号） 

(目的) 

第 1条 消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「高齢者等」という。)の見守り等必要な取

組を行うため，消費者安全法(平成 21年法律第 50号。以下「法」という。)第 11条の 3に規

定する消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2条 協議会は，次に掲げる事項について協議し，又は取組を行うものとする。 

(1) 高齢者等の消費者被害対策に関して，関係機関等の相互の連携及び情報共有に関すること。 

(2) 高齢者等の消費者被害防止対策の普及，啓発及び広報活動に関すること。 

(3) 高齢者等の消費者被害対策に関し，重篤な事例の検証を行うこと。 

(4) 高齢者等の消費者被害防止への効果的な対策の実施及び検討に関すること。 

(5) その他高齢者等の消費者被害防止等に関する支援に必要な事項に関すること。 

(委員) 

第 3条 協議会は，「苅田町見守りネットワーク協議会」に属する関係機関等から選任する委

員及び苅田町消費生活専門相談員，警察職員等をもって構成する。なお，協議会の委員及び

委員であった者は，正当な理由がなく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

(組織) 

第 4条 協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長は委員の互選により選出し，副会長は会長が指名する。 

3 会長は会務を総理し，協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。 

4 副会長は会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は欠けたときは，その職務を代理する。 

(会議) 

第 5条 会議は会長が招集する。 

2 会長は必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その説明又は意見を

聴くことができる。 

(事務局) 

第 6条 協議会の事務局は，苅田町くらし安全課に置く。 

(その他) 

第 7条 この規程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 

この規程は，公布の日から施行する。 

苅田町　別紙１



（付録）事例集に掲載する地域協議会の構成員表 
※ ○が付してある関係機関・団体等が平成 29 年３月末時点で、各地方公共団体の地域協議会において構成員となっていることを示しています。また、代表的な関

係機関・団体等のみを一般的な名称で挙げていますので、構成員の正式名称や以下に記載する構成員以外の構成員の有無など、詳細については本文を御参照くだ

さい。 
 北海道 福井県 愛知県 仙台市 船橋市 板橋区 吉川市 佐渡市 野洲市 交野市 松江市 小鹿野町 富里市 板野町 苅田町 

消費行政担当部局 
（センター） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

消費生活協力団体・協力員             ○   
消費者団体 ○ ○ ○ ○  ○        ○  
福祉関係部局 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
地域包括支援センター   ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 
介護支援専門員、相談支

援専門員 
 ○   ○    ○ ○  ○    

民生委員・児童委員、 
民生・児童委員協議会 

○ ○ ○ ○ ○ ○   ○   ○ ○ ○ ○ 

社会福祉協議会 ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○  ○ ○ ○ ○ 
病院、医師、歯科医師等   ○      ○ ○  ○    
保健所          ○      
警察 ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
弁護士会、弁護士 ○  ○ ○ ○   ○ ○       
司法書士会、司法書士 ○  ○ ○            
教育関係部局、 
教育委員会 

○    ○ ○   ○    ○ ○  

学校協会、校長会等 ○     ○          
事業者、事業者団体 ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○  
その他民間団体（注） ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○  ○ ○ ○ ○ 

（注） 町内会・防犯協会等の地縁団体、消費者団体には該当しないＮＰＯ・民間団体 
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