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【付録２－１】 

野洲市における市役所を拠点とした見守りネットワークの取組

１ 滋賀県野洲市

人口約５万人

京都駅から約３０分で，京都の通勤圏内に立地。

２ 野洲市くらし支えあい条例（平成２８年６月２１日可決成立 平成２８年１

０月１日施行）

https://www.city.yasu.lg.jp/jigyosha/1473993309254.html

 野洲市くらし支えあい条例は，条例制定当時は訪問販売事業者の登録制が

定められたことから注目された。それ以外にも生活困窮者支援（２４条），

生活困窮者等の個人情報を共有する枠組みを規定した支援調整会議の設置

（２５条），要配慮市民（生活困窮の状況に至るおそれのある市民）の支援

のために庁内の各機関を網羅するかたちの市民生活総合支援推進委員会の設

置（２６条），消費者安全確保地域協議会の設置（８条），野洲市見守りネ

ットワーク（２７条）などの規定を置き，市役所内の組織が連携し，かつ庁

外の組織とも連携するネットワーク化を進める根拠規定となっている。

３ 所管課を中心としたネットワーク

 野洲市においては，市民生活相談課が所管課となり以下の事業を実施して

いる。

・生活困窮者自立支援制度における各事業

・消費者行政推進事業

さらに，見守り活動の取組として

・野洲市消費者安全確保地域協議会

・野洲市見守りネットワーク（おせっかいネット）

を運営している。



  これまでの生活困窮者自立支援事業を発展させるものとして，令和２年の

改正社会福祉法により創設された「重層的支援体制整備事業」への移行に向

けた準備が進められている。

４ 経緯

  このようなネットワークの取組に至る歴史は，「多重債務問題改善プログ

ラム」（平成 19 年 4 月 20 日内閣多重債務対策本部決定）の実施に遡る。

たとえば国民健康保険税の滞納から多重債務者を発見し，債務整理につなぎ

生活再建を図る取り組みである。これを通じて消費生活センターが庁内の各

課とも連携した取組が進められるようになった。

  平成２７年４月の生活困窮者自立支援法の施行により，住まい，就労，家

庭問題など要支援者の生活全般に生じている課題を包括的に解決する取組も

また，庁内連携を必要とする取組である。これらの取組の中核として市民生

活相談課が機能してきた。

５ 相談業務の能動性

  くらし支えあい条例２３条は，「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。」と定めている。受身の事業では

なく，市自らが対象市民（要支援市民・要配慮市民）を発掘しようというも

のである。そのため，平成２７年４月に制定された野洲市債権管理条例にお

いて，公租公課の滞納が対象者発掘の端緒であると位置づけており，市の視

察資料には「ようこそ滞納いただきました？！」「滞納は生活状況のシグナ

ル」といった記載もなされている。

  要配慮市民を発見した課は市民生活相談課につなぎ，市民生活相談課が「コ

ンシェルジュ機能」を発揮して，必要な支援が取られるよう各課につなぐと

いった包括的な取組をすすめることになっている。これらの能動性を「おせ

っかい」と称して，庁内で推奨している（「断らない相談体制」参照）。

  具体的には，添付資料の「事例：A さんの場合」が具体的でわかりやすい。

国民健康保険税の支払いが困難になり市の納税推進課へ相談に来られたのを

きっかけに包括的な生活支援相談に発展している。食糧支援，住居確保給付



金，年金保険料の減免，社会福祉協議会での総合支援資金貸付制度の利用，

子には就学援助制度の利用，妻の就職相談，借金は債務整理を弁護士に紹介，

といった具合である。A さんの抱えている問題をまるごと解決しないことに

は，真の問題解決にならない。それを市の窓口が能動的に（おせっかいに）

解決しようとしていることが，これらの資料から読み取れる。

  厚生労働省が，今年から進めようとしている重層的支援体制整備事業の一

つのモデル的な取組と見ることもできる。

６ 消費者安全確保地域協議会

（１）個人情報の積極活用

  消費者安全法によれば，消費者安全確保地域協議会では，個人情報の提

供及び共有ができることになっており，消費者庁や警察等の他機関からい

わゆるカモリストと言われる顧客リストを入手することもできることにな

っている。しかし，本シンポの準備のためになされた自治体アンケートの

結果からも明らかなように，多くの自治体では個人情報管理のリスク面・

コスト面の配慮から，個人情報を取り扱わないところが多い。

  野洲市は，消費者安全確保地域協議会に付与された個人情報取扱権限を

積極的に活用している自治体である。消費者庁などが事業者から押収した

顧客リスト（いわゆるカモリスト）を入手して，地域協議会の取組に活用

している。この見守りリストは，協議会構成員が共有するのではなく，事

務局が保管し，市の福祉部門の関係課へはその所管業務に見合ったリスト

提供をしている。民生委員児童委員へは各学区の担当者ごとの見守りリス

トを提供している。個別ケース会議（担当者会議）では，その対象者に関

する情報を共有するといったかたちで利用することになる（「野洲市消費

者安全確保地域協議会のイメージ」参照）

（２）消費者被害の早期発見と被害回復へのつなぎ

  消費生活センターの相談件数は年間１０００件前後である。そのうち，

他機関からのつなぎや通報によるものが約４００件を占めている（日弁連

実施の自治体アンケート）。この数字は他の地方自治体と比べて著しい特



徴となっており，注目される。

  一般に消費生活相談件数は人口の１％前後である。野洲市の人口からす

ると年間約５００件の相談件数ということになる。ところが野洲市の場合，

他の自治体の倍くらいの相談件数になっている。このような他市の平均を

超える相談件数部分が，ほぼ他機関からのつなぎ・通報の件数とほぼ一致

している。これらの平均値を超えている４００件前後は他機関と連携した

ことによる被害の掘起しと評価できる。

７ 野洲市見守りネットワーク

  くらし支えあい条例２７条は，「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。」と定めている。

  ネットワークの構成員である「協力事業者・協力団体」は，４１事業者・

団体である（令和 2 年 7 月 6 日現在）。金融機関，ライフライン事業者，

生協，コンビニ，宅配便，訪販業者，老人クラブなどである。

  野洲市と協定を締結した協力事業者・協力団体は，市民の異変に気づいた

ら，市民生活相談課へ電話や FAX で通報するというシステムになっている

（「野洲市見守りネットワーク連携図」参照）。市が発行している「”おせ

っかい”ネット見守りのしおり」によると，高齢者虐待，認知症，児童虐待，

障がい者虐待などについて，個別の説明がなされており，虐待のシグナル，

サインなども紹介されている。
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【付録２－２】

東京都大田区における

「みま～も」（おおた高齢者見守りネットワーク）の取組

１ 「みま～もの仕組み」

①見守りキーホルダー配布，②地域づくりセ ナー開催， みま～もス

テーシ ンの設置の つの活動を通して，地域の高齢者が地域の専門家（主

に医療，福祉，協賛事業者）につながりやすくする工夫を試み，地域の高齢

者の見守りを行っている。例えば，地域で していたり，困っていたりす

る高齢者を見つけた場合に，その高齢者が所 する「見守りキーホルダー」

を確認すると，登録先の地域包括支援センターと が記載されており，地

域包括支援センターで当 高齢者の特定や必要な情報提供等が可能となる。

このような仕組みが，「地域づくりセ ナー」（情報提供）や「みま～もス

テーシ ン」（居場所の提供）の取組を通して地域の元気な高齢者に わり，

地域で心配な高齢者等を地域包括支援センターにつなぐ役 を果たしてい

る。

２ 「みま～も」の特徴（ ウ ウ）

日本各地にたくさんの高齢者等の見守りネットワークがあるが，東京都

大田区の「みま～も」の特徴は，以下のとおりである。

(1) 街づくりを意識した活動

に「地域の心配な高齢者を見守る」という目的に まらず，地域

業の連携，商店街の活性化， き家対策など高齢者が安心して暮らせる

街づくりを意識した取組となっている。

(2) 地域事業者の参加

地域の事業者が会費を支払って協賛 業として「みま～も」に多数参

加し，その活動を支えている。地域の事業者からすれば，市民のニー

，他の事業者との連携等によるビジネスチ ンス 大等の効果があ



る。なお，地域の事業者として主体的に活動に参加することにより，市

民に対する権利侵害等のおかしなことは出来ない意識を作り，事業者間

でおかしなことをしていないか相互に確認し合う機能も生まれるようで

ある。

(3) 活動継続がもたらす効用

まだ支援がそれほど必要でなく，見守り対象でもない高齢者が見守る

側として活動に参加する例も多数ある。時間の経過とともに，彼らは見

守りの対象（ユーザー）となっていくが，「みま～も」を理解し慣れ親し

んでいることから，自然と「みま～も」による見守りを受容し，頼りに

するようになる。活動の継続により見守る側から見守られる側に循環す

る取組になっている。

(4) 民間による運営

多くの高齢者見守りネットワークは自治体が運営，主導することが多

いが，「みま～も」は民間による運営であり，自治体による資金援助等も

受けていない。自治体の事業になると，自治体予算に関連付けられ，毎

年度，計画や数値による評価が行われ，数字が低いと予算が削減され，

事業継続に影響が出ることも多い。それゆえトップダウンによる受け身

な運営となりがちであるが，「みま～も」は，市民と協賛事業者とが自分

たちで考えて主体的に活動するという民間による運営が良い効果を生み

出している。

(5) 自治体のバックアップ

大田区が，「みま～も」の見守りキーホルダーを高齢者である区民全員

に配布することを決定したことにより，「みま～も」に社会的信用が生ま

れ，普及の後押しになっている。

(6) 個人情報取扱いの工夫

「みま～も」運営主体，地域包括支援センター，福祉医療機関等との

個人情報の共有については，毎年１回，高齢者本人が，地域包括支援セ

ンターに見守りキーホルダーの登録更新をしに行く仕組みになっており，

その際，個人情報に関する本人同意を得ている。いわゆる同意方式によ



る個人情報の第 者提供であるが，「みま～も」の活動とリンクすること

により，市民が同意しやすい工夫がされている。

３ 高齢者の消費者被害予 ・ 止ネットワークとの関係

消費者被害の予 ・ 止に関する取組としては，地域づくりセ ナーに

おいて，所 の警察 が 商法 止の を行うことがある 度で，「み

ま～も」の活動を通じて，実際に消費者被害の予 や 止につながったと

いうケースはないようであった。

しかしながら，第2に記載した「みま～も」の特徴を まえれば，十分に

消費者被害予 ・ 止のネットワークとして機能すると考えられる。具体

的には， 年，高齢者の住まいや高齢者サポート事業者（身元保 業者）

とのトラブルなど医療・福祉分野における消費者被害が増加していること

からすると，まずは，そのような分野を見守りネットワークの対象とする

ことは「みま～も」として十分に可能であると われる。

「みま～も」が消費者被害予 ・ 止のネットワークとして機能してい

ないのは，ヒアリングによれば，「みま～も」において，そのような見守り

アプローチがあることを知らない，意識していないことが と われ，

地域の消費生活センター，警察，弁護士等によりアプローチする 地があ

ると考えられる。

以上は，2021年2月28日，東京都大田区「みま～も」（おおた高齢者見

守りネットワーク）の発起人である 登 及び初代代表であり現在はア

バイザーである中 一 から，当分 会シンポジウム実行委員会のメン

バーが個人としてヒアリングした内容を まえたものである。



【付録２－３】

玉名市・玉東町・南関町・和水市における

消費生活安心条例の制定

１ 消費生活安心条例の制定の背景

(1) 高齢者，障がい者をめぐる消費者被害は依然として後を絶たない。消費

者契約法の改正によって，加齢や心身の故障により判断力が著しく低下し

ている場合には，一定の要件の下でその契約を取り消すことができること

となったが，これだけでは十分ではない。

地域によって被害の実情は異なるが，望まない業者が自宅を訪れたり，

電話を架けたりして，様々な勧誘をされること自体をなくしていかなけれ

ば，高齢者，障がい者に対する消費者被害を減少させることは困難であろ

う。

(2) 九弁連の取組

九州弁護士連合会では，第59回九弁連大会（2006年10月27日）に

おいて 「市民を守る消費生活条例の活用－高齢者・障がい者の消費者被，

害を例に－」と題するシンポジウムを行った。

消費生活条例は，地方自治体が制定するものであるため，各地の特有

の問題に対して市民のための木目細やかな対応，独自の迅速な対応ができ

るというメリットがある。

このシンポジウムを行った当時は，消費者基本法に基づいて苦情処理

体制の整備等が各自治体に求められ，各自治体に苦情処理委員会などが設

置されるものの，十分に機能していないなど，問題点も多かった。

２ 玉名市・玉東町・南関町・和水町の消費生活安心条例

(1) このシンポジウムの開催から１０年以上が経過し，各自治体における消

費生活条例の制定も様々な動きが出てきている。

ここでは，熊本県の北部，玉名市，玉東町，南関町及び和水町の1市3

町



町が共同して制定した消費生活安心条例を紹介する。

(2) 被害の実情

， ， （ ，「 」 。） ，玉名市 玉東町 南関町及び和水町 以下 玉名市等 という は

隣接する自治体であり，人口は合計しても8万3000人ほどである。常設

する消費生活センターがあるのは玉名市だけであり，そのほかは週に1回

の消費生活相談窓口を設けている状況である。

ところが，訪問販売などの被害が依然として多く，強引な勧誘によっ

て断ることができずに契約してしまったといった相談が寄せられていた。

2019年度だけでも年間36件，少なくとも2600万円もの被害が発生し

ていた。被害を発生させている事業者は，地元の業者というよりも，遠方

から来訪している業者が多く，九州自動車道の南関，玉名インターチェン

ジに隣接する地理的な状況が影響しているのではないかと分析されてい

た。

(3) 1市3町で同じ条例の制定

① そのような中で 1市3町が共同して 2020年6月議会において 消， ， ，「

費生活安心条例」を制定した

この条例は，1市3町で同じ訪問販売お断りステッカーを作成し，条

例でステッカーを貼った住居への訪問販売を禁止することとして，訪

。問販売のトラブルから市民を守ることを目的に制定されたものである

1市3町が一体となって，自治体間が共同で同じ消費生活安心条例を

制定するのは全国で初の試みである。玉名市の担当者は，このような

自治体間共同の条例が制定された理由として，担当職員のやる気を上

げていた。担当職員の大きな志があれば消費者行政は前に進む，との

言葉が印象的であった。

② この条例の制定には，もっとしっかりした内容の条例を制定すべき

ではないかとか，法令を遵守している事業者の営業活動が阻害される

のではないかなどの懸念もあったようである。

ただ，あまり多くのものを求めず，まずは制定することに意味を求

め，また，商工会議所などでの地道なヒアリング，趣旨説明などを重



ねて理解を求めて，今回の制定に至ったとのことであった。

(4) 条例制定後の状況

① 条例制定後の状況について調査したところ，次のような意見が寄せら

れた。

・ステッカーを貼っていた家庭で，業者が来たときに 「ここには貼っ，

てありますね」と言って去っていた，との報告を受けた。

・先日窓口に来庁された方が 「周りの家には貼ってあるので，私の家，

には貼っていないので業者がよく来る」と言って，ステッカーをもら

いに来た。

・振興住宅地（分譲地）で新築して転居してきた住民宅に訪販業者が訪

問している。転居してきたばかりで「訪問販売お断りステッカー」の

配布ができていない家庭。訪問しているのは，福岡県で今年11月ま

で不実告知や書面不備等で業務停止処分を受けている台所の換気扇フ

ィルターを販売している業者。業務停止時の会社名と現在使用してい

る業者名は違うが，代表者が同じ。

・個人事業主からのひかり回線の相談が増えている。ステッカーが貼っ

てある消費者宅を訪問できないため，あらかじめ電話でアポイントを

取り，個人事業主の店舗を訪問している。いずれも高齢者が店主で街

の時計屋といったところ。

以上のように，条例制定を契機として，一定の抑制効果がある反面，

条例の対象とならないところでの新たな被害も発生しており，更に対応

が必要な状況である。

② この条例制定を契機として，この1市3町において「消費者行政に関

する協定」が締結され，2021年度からは相談対応や啓発活動も連携し

て取り組んでいる。消費生活センターが常設されていない自治体と専門

の相談員がいる自治体とが連携して相談対応していくことができるの

は，住民にとっても大きなメリットであるが，行政側の職員としても心

強いはずである。

このような自治体間の連携した取組が今後も進んでいくことが期待さ



れる。
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