
こんな方の応募をお待ちしています！！ 
 
 
 
 
 
 
 

消費生活相談員 
育 成 講 座 

島根県消費者センター 
マスコットキャラクター 

だまされないゾウくん 

消費生活を巡る事故・トラブル等の消費者相談に対応する
専門職として消費者安全法に位置づけられた国家資格 
「消費生活相談員」。その試験対策講座を開講します。 

●今年は松江と浜田の２会場で開催！！ 
【松江会場】島根県職員会館（松江市内中原町） 
【浜田会場】島根県浜田合同庁舎（浜田市片庭町） 
 ※国家試験一次試験は松江市・広島市等で受験可能 
●１日６時間×全８回の濃密なカリキュラム！！ 

応募要件・応募方法は裏面で！ 

平成２９年度 

※県の消費者関係講座の受講経験があり、更に学習を深めたい方 
※法律の学習経験があり、将来に備え国家資格取得を目指す方 
※自治体・消費者団体・企業等で消費生活相談や消費者教育に携わる方 
※消費者問題に強い関心があり、解決のための社会活動に取り組みたい方 
※大学レベルの集中的な学習が苦にならない方 
■詳しい応募要件は裏面をご覧ください 

松江会場 浜田会場

第１回
7/1
（土）

7/16
（日）

消費者問題概説／消費者行政概説／環境問題
民法①

第２回
7/8
（土）

7/22
（土）

民法②③
消費者契約法

第３回
7/15
（土）

7/29
（土）

特定商取引法
割賦販売法①

第４回
7/23
（日）

8/5
（土）

割賦販売法②／製品安全に関する法令

電子商取引・情報通信に関する法令

第５回
8/6
（日）

8/27
（日）

衣食住の消費者問題

金融・保険の消費者問題と関係法令

第６回
8/19
（土）

9/2
（土）

景品表示法／独占禁止法

個人情報保護法／医薬品に関する法令など

第７回
8/26
（土）

9/9
（土）

多重債務問題に関する法令／訴訟と調停に関する法令

消費者裁判特例法／経済・市場

第８回
9/10
（日）

9/16
（土）

短答式模擬試験
論文対策

※時間は各回９：３０～１６：３０（昼休憩を除いて６時間、適宜途中休憩あり）

日程
回数 学習科目

島根県主催 
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■申し込み・問い合わせ先                                 
しまね電子申請サービス ＰＣ http://s-kantan.com/pref-shimane-u/ 
            スマートフォン 下のバーコードから 
〒690-0887 松江市殿町８番地３ 
      島根県市町村振興センター５階 
      島根県消費とくらしの安全室 
Tel 0852-22-5103 Fax 0852-32-5918 
E-Mail shohishitsu@pref.shimane.lg.jp 

 

 

★主催者：島根県    ★運営者：株式会社東京リーガルマインド 

★募集人数：松江会場３０名、浜田会場１５名  ★受 講 料：無料   

★申込期限：平成２９年６月１４日（水）必着 

★申込方法：下記「申し込み・問い合わせ先」をご参照の上、電子申請又は受講申込

書の提出（電子メール、ＦＡＸ、郵送又はご持参）をお願いします。 

★受講資格：以下のいずれかに当てはまる島根県在住者又は島根県在勤者で、今年度

又は来年度に消費者安全法に基づく消費生活相談員試験を受験する意思のある方と

します。（国民生活センター実施試験・日本産業協会実施試験のどちらを受験され

ても構いませんが、講座内容は国民生活センター実施試験に準じます） 

 ①過去の本講座または消費者リーダー育成講座の修了者 

 ②自治体の消費生活相談員として勤務中または６ヶ月以上の勤務経験のある方 

 ③消費生活専門資格（改正前の消費者安全法施行規則に掲げる三資格）をお持ちの方、 

  消費者関連法など一定の素養があると認められる方（個別にご相談ください） 

★その他の留意事項 

※応募者多数の場合は書類審査により選考します。 

（受講決定通知は６月２０日頃の予定） 

※受講生に対し国家資格取得後の各自治体での雇用を保証するものではありません。 

※国家試験の受験申込みは各自直接行ってください。 

【参考：一次試験日】国民生活センター実施試験 １０月１４日（松江で受験可） 

          日本産業協会実施試験   １０月 １日 

平成２９年度消費生活相談員育成講座について 

個人情報の取扱に関する特記事項 

 講座の目的（消費者支援活動の人材育成）および運営の必要上から、応募
に際してあらかじめ、個人情報の取扱に関する下記の点についてご了承くだ
さい。なお、講座の目的を超えて個人情報を利用することはありません。 

 ①主催者（県）と運営者（東京リーガルマインド）は、講座の運営に必要な範囲内で、 
  受講生の個人情報を共有します。 
 ②受講生は、運営者または主催者の照会に応じて、受験に関する情報（申込状況、 
  受験結果［合否・点数］など）を提供するものとします。 
 ③主催者は、本講座を修了（全８回中６回以上出席）した者について、島根県消費 
  生活相談員人材バンクに登録します。登録した個人情報は、県が活用するほか、 
  県内の自治体の求めに応じて提供する場合があります。 

- 2 -



島根県消費生活相談員人材バンク 

島根県消費者センター 
マスコットキャラクター 

だまされないゾウくん 

人材バンクへの登録
は､就職先を保証す
るものではないゾウ。 

登録対象者 

  島根県消費生活 

相談員人材バンク   市町村 

･消費生活相談員（国家
資格） 
・消費生活専門相談員 
･消費生活アドバイザー 
･消費生活コンサルタント 
 
･島根県消費生活相談員       
育成講座修了者(２９年
度以降） 

（島根県環境生活部 
 環境生活総務課） 
 
   
   登録者リスト 
 
 
 
 
 
 
 
 

（消費者センター等） 

消費生活相談員の配
置等 

情報提供後は､連絡、
面接等は直接対応 
 
採用結果 

登録申請 

情報依頼 

 報   告 

◇登録申請 
  登録対象者のうち、登録を希望される方は島根県環境生活部環境生活総務課へ登録の申
請をしてください。 
 
◇人材バンクへの登録 
  申請後、島根県環境生活総務課において､人材バンク登録リストへの登録を行うとともにリ 
 ストを作成します。 
 
◇リストの活用方法等 
  相談員の採用を希望する市町村等から､人材バンク情報提供依頼に基づき、随時、情報提
供します。 

 
問い合わせ先 
島根県環境生活部環境生活総務課  
消費とくらしの安全室 
 
 〒690-0887 松江市殿町８－３ 
  島根県市町村振興センター５階 
  TEL ０８５２－２２－５１０３  
  FAX ０８５２－３２－５９１８ 
  

県消費者センター 

相談員採用時にリ
ストの活用 

  県では、市町村及び県の消費生活相談員として勤務を希望する方の情報を 
人材バンクに登録し、相談員の採用を希望する市町村等に情報提供を行います。 

情報提供 
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島根県消費生活相談員人材バンク設置要領 

（目的） 

第１条 この要領は､県内における消費生活相談員の人材確保を支援するため、「島根県 

消費生活人材バンク」（以下「人材バンク」という。）を島根県に設置し、島根県が

行う相談員への就業を希望する有資格者等の把握、登録及び市町村等への人材情報の

提供について必要な事項を定めるものとする。 

 

（登録対象者） 

第２条 人材バンクに登録することができる者は、次に掲げるいずれかに該当する者と

する。 

 （１）登録試験機関（独立行政法人国民生活センター、一般財団法人日本産業協会）

が付与する消費生活相談員の資格取得者  

 （２）独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格取得者 

 （３）一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格取得者 

 （４）一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格取得者 

 （５）島根県消費生活相談員育成講座を修了した者（平成２９年度以降） 

 

（登録申請及び人材バンクへの登録） 

第３条 人材バンクへの登録を希望する者は、島根県消費生活相談員人材バンク登録届

出書（様式第１号）に必要事項を記入し、環境生活総務課長（以下「課長」とする。）

に提出するものとする。 

２ 課長は、人材バンク登録者リスト（以下「リスト」という。）を作成し、前項の届

け出に基づき､リストへの登録を行うものとする。  

 

（登録情報の変更） 

第４条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合には、速やかに、課長へ島根県消費生

活相談員人材バンク登録変更届（様式第２号）を提出するものとする。 

２ 課長は、前項の登録変更届の提出があった場合、速やかに登録情報の更新を行うも

のとする。 

 

（登録情報の削除） 

第５条 登録者が人材バンクへの登録を希望しなくなった場合は、登録者は、速やかに､ 

課長に島根県消費生活相談員人材バンク登録辞退届（様式第３号）を提出するものと

する。 

２ 課長は、前項の登録辞退届を受理した場合、速やかに申出者に係る登録情報を削除

しなければならない。 
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（リストの活用方法等） 

第６条 消費生活相談員の採用を目的として登録情報の提供を受けようとする市町村長 

 は、島根県消費生活相談員人材バンク情報提供依頼書（様式第４号）を課長へ提出す 

 るものとする。 

２ 課長は、前項の依頼があったときは、リストに掲載された情報に基づき、速やかに

依頼者に対し情報提供するものとする。 

３ 市町村長は、前項で提供された情報を消費生活相談員の採用に活用するものとする。 

４ 市町村長は、人材バンクの登録者を消費生活相談員として採用した場合は、速やか

に島根県消費生活相談員人材バンク採用結果報告書（様式第５号）を課長へ提出する

ものとする。 

５ 県は、県消費者センターの消費生活相談員を採用する場合に、リストを利用するこ

とができるものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第７条 課長は、島根県個人情報保護条例（平成１４年３月２６日島根県条例第７号）

に基づき、登録者の個人情報を適正に管理するものとする。 

２ 市町村長は、この要領により知り得た個人情報を前条第１項の目的以外に使用し、 

または第三者に提供してはならない。 

３ 市町村長は、この要領により知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その

他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（登録情報の確認等） 

第８条 課長は、必要に応じ、登録者に対し登録情報の確認を行うことができる。 

２ 課長は、登録者について、その登録情報に虚偽の記載があった場合、または消費生

活相談員としてふさわしくないと認められる行為があった場合には、登録者の登録を

取り消すことができる。 

 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、課長が

別に定める。 

 

  附則 

 この要領は、平成２９年５月１日から施行する。 
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ＩＣＴを活用した市町村消費生活相談窓口支援事業 

１．課題 

 

⑴消費生活相談員がいない町村及び１人体制の市があり、どこに住んでいても質の高い相

談・救済を受けられる体制が整っているとは言い難い。 

⑵市町村担当者のほとんどは他業務も兼任しているため、消費者行政に関する研修等を受

講する時間が取り辛い。 

⑶相談窓口体制が整っていないため、窓口ＰＲに消極的になっている。 

 

２．対策 

 

⑴研修参加支援及び巡回訪問【実施中】 

⑵ＰＩＯ－ＮＥＴ（全国消費生活情報ネットワークシステム）の導入推進【実施中】 

⑶ＩＣＴを活用した市町村消費生活相談窓口支援 

web会議システムを活用し、県相談員と市町村相談窓口をつないで顔を見ながら相談

を受ける。 

 

３．期待できる効果 

  

⑴相談者 

 ・身近な相談窓口で安心して相談することができる。 

・即日解決できる可能性が高くなる。 

⑵市町村担当者 

 ・県相談員の支援があるので専門的な相談でも安心して受けることができる。 

 ・県相談員の相談対応に同席をすることで次回以降の相談に活かすことができる。 

 ・窓口周知や啓発活動を積極的に行えるようになる。 

⑶県消費者センター 

 ・県が直接受けていた相談も市町村で受けてもらえる可能性が高くなる。 

 ・相談者の雰囲気や表情を見ながら対応できるので、スムーズな助言ができる。 

 

４．今後の予定 

 

本事業への参加は事前に希望調査を行っており、平成２９年度は１市４町（安来市、飯

南町、津和野町、吉賀町、隠岐の島町）で実施する。６月末までに機器納品、７月中は機

器試験期間、８月１日～実証導入とする。 

来年度以降からの参加も可能とし、秋ごろに希望調査を実施する。（本事業は地方消費

者行政推進交付金を活用するため、交付金終了とともに事業終了とする。） 
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地域見守りネットワークの構築 
                                   

 平成２８年４月の改正消費者安全法の施行により、高齢者等の判断力が不十

分となった人などの消費者被害を防ぐため、地方公共団体及び地域の関係者が

連携した消費者安全確保地域協議会（地域見守りネットワーク）を設置できる

こととなった。 

 

１ 背景 

（１）認知症の方を含め、高齢者等を中心に消費者トラブルが増加、悪質化・

深刻化 

（２）相談体制の整備に加え、消費生活上特に配慮を要する消費者に対するさ

らなる取組みが必要 

    

２ 制度の概要 

（１）協議会の役割 

構成員間での必要な情報交換・共有、協議 

（２）構成員の役割 

消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見 

守ること、その他必要な取組みを実施 

（３）構成員 

・地方公共団体の機関（消費者行政担当課、消費生活センター等） 

  ・医療・福祉関係（病院、地域包括支援センター、介護サービス事業者、

保健所、民生児童委員等） 

  ・警察・司法関係（法テラス、弁護士、司法書士） 

  ・教育関係（教育委員会、公民館等） 

  ・事業者関係（商店街、コンビニ、生協、宅配事業者、金融機関等） 

  ・消費者団体、町内会等の地縁団体、ボランティア 

・他分野のネットワークとの連携（福祉、防災等） 

 

３ 周囲の見守り 

周辺にいる人が高齢者等に声掛け、困りごとの相談に応じる。生活の変化に

気づいたら事情を把握し、家族や関係機関に連絡し、周囲が連携して被害防止

等を図る。 

   ・声掛け（元気ですか）   ・家の様子 

 ・暮らしの変化（気づき）  ・不要な商品 
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 ・怪しい勧誘電話（変わったこと、困ったことはありませんか） 

   ・聴く（どうしたんですか） → 関係機関に連絡（つなげる） 

 

「地域見守りネットワーク」の地域における連携のイメージ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 島根県における取組み 

（１）島根県 

・平成２８年４月１日付けで、社会福祉協議会や老人クラブ連合会、連合婦

人会、弁護士会、庁内関係各課長等を構成員とする「島根県高齢消費者被害

防止対策会議」を消費者安全確保地域協議会として位置付けた。 

・平成２８年３月策定の第４期消費者基本計画において、平成３１年度まで

に県内１９市町村に消費者安全確保地域協議会を設置することを目標として

掲げた。 

（２）県の市町村支援等  

① 平成２８年度の実績                 

    ア 地域見守りネットワーク研修会の開催 

（出雲市１１月８日、浜田市２月１０日） 

        講師：警察関係者 

           消費者庁消費者教育・地方協力課  

地方公共団体 

（消費者行政担当課） 

 

地域見守りネットワーク 

相談窓口 

消費生活センター 

消費生活相談員 

情報共有 

情報共有 情報共有 

病院 

地域包括支援 

センター 

保健所 
警察 

公民館 

民生児童委員 

各種事業者 

生協、コンビニ、宅配業者外 

※秘密保持義務あり 

高齢者等 

３つの不安 

「お金」「健康」「孤独」 
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       内容：県内における特殊詐欺の被害状況 

         地域見守りネットワークの必要性及び先進事例等 

       対象：民生児童委員、消費者団体、生活協同組合、社会福祉協議会、

老人クラブ、公民館関係者、市町村消費者・福祉行政担当者

等 

    イ 地域見守りサポーター養成講座＜３回シリーズ＞ 

（松江市１月２７日、２月３日、２月１５日） 

    講師：警察関係者 

       島根県消費者センター消費生活相談員 

       島根県環境生活総務課消費とくらしの安全室職員 

       公益社団法人全国消費生活相談員協会会員 

    内容：最近の消費者被害の状況とその対策 

       消費者保護の法律とその活用法 

       見守り活動のポイント等 

対象：松江市地域における高齢者の見守りネットワーク事業参加者

（参加予定者を含む）外 

ウ 見守りガイドブック作成（２月） 

       作成部数：１，２００部 

         イの講座で使用するとともに、関係者に配布 

エ 高齢者向け特殊詐欺等被害防止啓発チラシの作成・配布（１０月） 

        作成枚数：７２，０００枚 

       配布先：警察・島根県連合婦人会を通じて、独居高齢者及び高齢者

のみ世帯等に配布  

② 平成２９年度の取組み 

ア 地域見守りネットワーク研修会の開催 

     （益田市、雲南市） 

     講師、内容、対象は①アに同じ＜予定＞ 

イ 地域見守りサポーター養成講座＜３回シリーズ＞ 

       （浜田市、出雲市） 

      講師、内容、対象は①イに同じ＜予定＞ 

    ウ 見守りサポーターグッズ作成 

       見守り活動に活用できる啓発グッズを作成し、見守りサポーター等

に配布 

    エ 高齢者向け啓発グッズ作成 

       独居高齢者等を対象に啓発グッズを作成し、各戸配布 
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各地における研修会の開催により、地域見守りネットワークの必要性につい

て、関係者が共通認識を持ち、ネットワーク設置に向けた気運を醸成し、市町

村におけるネットワークの設置を支援する。 

また、ネットワークを設置した市町村には、見守る側の意識やスキル等を高 

める講座を開催して人材育成を支援する。 

   

（３）市町村の動向 

・松江市において、平成２８年１０月１７日に郵便局や電力会社、上下水道

局、ガス局、バス会社、タクシー会社等を協力事業所とする「松江市地域に

おける高齢者の見守りネットワーク事業」を消費者安全確保地域協議会とし

て位置付けた。 

・飯南町において、保健福祉課、地域包括支援センター内の「飯南町高齢者

等サービス調整会議」の設置要綱を一部改正し、平成２９年４月１日から消

費者安全確保地域協議会として位置付けた。 
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