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特集 成年後見制度活用のヒントを探る

消費者安全確保地域協議会（消費者安全法第
11条の3第1項。以下、地域協議会）とは、2014
年の消費者安全法の改正により消費者安全の確
保のため地方公共団体に設置できるとされた見
守りのためのネットワークです。具体的には、
既存の福祉のネットワークや防災のネットワー
クなどを活用し、消費生活センターや消費生活
相談窓口（以下、消費生活センター等）、消費者
団体等の関係者を追加することなどにより、高
齢者および障がい者等の消費生活上の安全・安
心のための見守りサービスの提供が可能になる
というものです。地域協議会は、地方公共団体
の消費者行政部局や消費生活センター等が中心
となり、例えば、学校教育機関、警察、保健所、
地域包括支援センターのほか、民生委員、見守
りサポーター、消費者団体、金融機関、宅配業
者、新聞販売店、コンビニ、生協、こういった

人々にも構成員として参画していただき、地域
で見守ろうという取り組みになります。

消費者庁「令和2年版 消費者白書」によると、
全国の消費生活センター等に寄せられた消費生
活相談の総件数は、2004年度に192万件とピー
クに達しました。その後、総件数はやや減少傾
向となりましたが、2008年度以降の10年間は
年間 90 万件前後と高水準で推移し続けていま
す。そのうち、65 歳以上の高齢者に関する消
費 生 活 相 談 の 割 合 は 徐 々 に 増 加 し て お り、
2018 年度では 34.9％と過去 10 年で最も割合
が高く、2019年度は33.0％と、前年より減少
したものの、過去 10 年間で 2 番目に多くなっ
ています。

次に、高齢者に関する消費生活相談
件数についてみると、高齢者全体では、
本人から相談が寄せられる割合は約8
割ですが、認知症等の高齢者では2割
に満たない状況です（図1）。障がい者
等に関する消費生活相談についても、
本人から相談が寄せられる割合は約4
割となっており、本人ではなく周囲の
人からの相談が多いということが分か
ります。

高齢者や障がい者等の被害のさらな
る増加が懸念されるところ、消費者被
害の未然防止、早期解決を図るために
は、高齢者等を取り巻く周囲の人、つ
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出典：消費者庁「令和2年版�消費者白書」
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まり家族や近隣住民、介護・福祉関係者、警察、
事業者等といった地域におけるさまざまな主体
が、地域住民の消費生活上の安全に気を配り、
心配ごとや不安なことなど何かあれば気軽に、
そして確実に、消費生活センター等につなぐし
くみを構築することが大切です。そして、この
しくみとして、地域協議会があります（図2）。

地域協議会を構築する 1 つ目のメリットは、
高齢者等の周囲が被害にいち早く気がつき、消
費生活センター等につなぐことにより、被害の
早期発見・早期解決につなげられることがあり
ます。個別の消費者被害についてのメリットの
ほか、地域協議会の構成員間で消費者被害の状
況等を情報共有することにより、地域の見守り
力が向上するという側面も期待できます。さら
には、消費者被害が発見されたことをきっかけ
に、福祉のサポートを受けたほうが望ましい高
齢者や障がい者等を発見することもでき、場合
によっては、生活保護や成年後見等の福祉的手
当てにつなぐことも可能となります。

次に2つ目のメリットとして、地域協議会は
法定のネットワークのため、個人情報保護法の
例外規定が適用され、万が一、本人の同意が得
られない場合であっても、地域協議会の構成員
は個人情報を含めて消費生活センター等に通報

地域協議会を構築する
メリットとは

することができます。また、見守りに必要な範
囲で個人情報を構成員間で共有することもでき
ます。これにより、日頃の業務の中で消費者被
害が発見されたときに、個人情報提供の壁をク
リアできず、消費生活センター等につなぐこと
ができなかった案件も、消費生活センター等に
つなぐことができるようになり、迅速な解決に
結び付くことが期待されます。

個人情報保護法や個人情報保護条例の規定に
より、あらかじめ本人の同意を得ないで、保有
する個人情報を目的外に利用したり、あるいは
第三者に提供したりすることは原則禁止されて
います。ただし、①法令に基づく場合、②人の
生命、身体または財産の保護のために必要があ
る場合であって、本人の同意を得ることが困難
なときには、保有する個人情報を第三者に提供
することができるとの例外規定があります。し
かし、②については、その適用可能性について、
消費者被害の発見者等が事案ごとに精査しなけ
ればならず、判断に迷っている間にも被害が拡
大していくおそれがあります。他方で、地域協
議会が設置されていれば、万が一、本人の同意
が得られなかった場合でも、スムーズに消費生
活センター等に個人情報を提供でき、被害の早
期解決につながります。

地域協議会における個人情報の取り扱いにつ
いてはさまざまあり、本人同意が得られない場
合でも、構成員が個人情報を含めて消費生活セ
ンター等に通報するというものや、同意が得ら
れない場合は実際に見守りを行う構成員の一部
に限り構成員間で個人情報を共有するというも
の、国等から情報の提供を受け、それをもとに
見守りリストを作成するものなどがあります。
どこまで個人情報を取り扱うかは地域協議会ご
とに定めることが可能です。徳島県内の地域協

地域協議会における
個人情報の取り扱い

図2 消費者安全確保地域協議会の構成例
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本部が設置されている徳島県では、2017 年か
ら 2020 年 7 月まで設置されていた消費者行政
新未来創造オフィスにおけるモデルプロジェク
トとして、県内の地域協議会の設置促進に取り
組み、県と県内の市町村の協力のもと、2018
年度中に県内すべての市町村で地域協議会の設
置が完了し、県の地域協議会と、広域運営を含
めた23の市町村の地域協議会、計24の地域協
議会が設置されています。

消費者行政新未来創造オフィスでは、全国に
おける地域協議会の設置の参考となるよう、「消
費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）
設置事例集 in 徳島」を作成・公表しました。こ
の事例集は、県内の各市町村における地域協議
会の設置プロセス、構成員選定のポイント、個
人情報の取り扱い、設置時の苦労や工夫などを
盛り込んでいます。

今年度は、新未来創造戦略本部におけるモデ
ルプロジェクトとして、県内の地域協議会の取
り組みをさらに充実させるべく、見守り活動を
実際に行っている福祉関係者、事業者、障がい
者支援者等を対象に、出前講座等を実施してい
るところです。地域協議会を設置した地方公共
団体から、「設置はしたものの地域協議会とし
ての取り組みをどのように行っていけばよい
か」といった声が寄せられることもあります。
この背景には、一件一件の消費者トラブルの解
決は図れているものの、消費者トラブルの情報
を速やかに共有できる体制が構築できているの
か、また、継続的な見守り活動を行えているの
か、といった自問があるのだろうと思います。
地域協議会というしくみを充実させるには、情
報共有の体制づくりおよび、消費者被害にあい
やすい高齢者等の継続的な見守りを行える体制
を維持することが重要です。新未来創造戦略本
部における取り組みが、このような悩みを抱え
る地方公共団体にとっての道しるべとなるよ
う、引き続き事業に取り組んでまいります。

議会でも、個人情報の取り扱いについては、多
種多様で、本人同意が得られない場合でも、ま
ずは個人情報を含めて消費生活センター等に通
報し、必要があれば被害にあっている高齢者等
の見守りを行うために必要な構成員に限り個人
情報を共有するとしているところもあります。

また、消費者被害への対応に当たっては、地
域のさまざまな関係者の協力が必要となります
が、高齢者や障がい者の判断力の低下等を背景
とした消費者被害への対応では、権利擁護事業
を担う社会福祉協議会等の福祉関係者との連携
が非常に重要になります。ケースによっては、
地域協議会による見守りだけではなく、日常生
活自立支援事業等の福祉サービスや成年後見制
度の利用を検討しなくてはなりません。また、
被害の特性によっては、消費者被害が原因で生
活基盤そのものが崩れるおそれがある場合もあ
り、福祉関係部局の知恵とサポートなしには、
生活の支援どころか消費生活相談を継続してい
くことすらできない可能性もあります。

他方で、福祉的手当ての観点からも、高齢者
や障がい者の消費者被害が深刻化してしまう
と、日常生活に必要な経済的基盤を失ってしま
い、結局は生活保護につながってしまうおそれ
があります。高齢者や障がい者の消費者被害を
消費者行政部局と連携･協同して解決につなげ
ることは、福祉関係部局にとっても非常に意味
のあることであり、高齢者や障がい者の生活を
守るうえで大変重要だといえます。

消費者庁では地域協議会の設置促進に向けて
取り組みを進めており、2020年10月末時点に
おいて 297 の地方公共団体で地域協議会が設
置されています。私の所属する新未来創造戦略

福祉関係部局との連携

地域協議会の設置促進に
向けて


