
消費生活推進員とは

消費生活推進員の活動例消費生活推進員の活動例

私たちの周りの消費者トラブル

　消費生活推進員は、地域の皆様の安全でより良い消費生活をサポートすることを目的と
して活動しています。
　緑区では、自治会の中から推薦で選ばれ横浜市から委嘱を受けた 123 名が、自身が得
た消費生活全般についての知識や情報を、地域の皆様へ普及する活動をしています。
　現在の委嘱期間は平成 29・30年度の 2年間です。
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緑区消費生活推進員
　　　　　地区活動報告

～平成29年度の活動の一部を紹介します～

活動内容
ㅦㅦ夏まつり啓発活動（８月）
ㅦㅦ高齢者の詐欺被害未然防止チラシほか配
布（ダイエー鴨居店店舗前広場）（８月）
ㅦㅦ敬老の日お祝、食事会での啓発活動
（９月・10月）
ㅦㅦ施設見学　キリンビール㈱横浜工場（10月）
ㅦㅦ『ひがほん郷

ふるさと
まつり』で電話・訪問販売

被害未然防止チラシほか配布（11月）
ひとこと

　今年度は多くのメンバーが１年目で
もあり、活動内容を詐欺被害未然防止
等に絞って活動をしてきました。
　ケアプラザの方をはじめ多くの方の協力も得て、メンバー全員が
各活動に積極的に参加し、啓発活動を実施することができました。
　注意喚起を呼び掛けながらチラシなどを配布したときに、お渡
しした方と話をする機会を得ることもできました。
　地域の皆様へ消費生活推進員の活動を通して、いろいろな情報
を発信していくことができればと思います。

活動内容
ㅦㅦ高齢者の食事会での啓発活動　　
（テレビショッピングでの注意・還
付金詐欺）
ㅦㅦ商店街夏祭りお手伝い　　　　　
（８月　消費者力テスト、新聞紙エ
コバッグ、保冷剤アロマポット）
ㅦㅦ手作りみそ講座　　　　　　　　
（冷蔵庫の整理から考える食品ロ
ス・食の安全）
ㅦㅦ商店街福引手伝い
ㅦㅦ消費生活ニュース発行　
ひとこと

　大豆と麹にこだわった手作り味噌講座では、幅広い年齢の方に
参加いただきました。
　老人クラブの給食会で寸劇を行い、‘おことわりソング ’を歌っ
て情報をお伝えしました。初年度ですが、各メンバーが仕事を分
担し、協力しあって取り組んだので、楽しい活動ができました。

活動内容
ㅦㅦ振り込め詐欺に対する注意喚起　
寺山町（６月）、台村森の台（11月）
ㅦㅦ工場見学　森永製菓㈱鶴見工場　（７
月）、キリンビール㈱横浜工場（11月）
ㅦㅦリサイクル利用のエコ製作（アロマ
芳香剤、小さな針刺し、カステラ作り）
ㅦㅦ『上山ふれあいの樹林』でサギ被害を
未然に防ぐための啓発活動（12月）
ひとこと

　私たち新治中部は初めての人が多
く、手さぐり状態でのスタートでし
た。工場見学等を通じて、メンバー
同志仲良くなり、エコ製作でアロマ
芳香剤や、ペットボトルのフタを利用した小さな針刺し、新聞紙
で型を作ってのカステラ作り等を行いました。
　また、サギ被害を未然に防ぐため、各地区のお茶会におじゃま
して啓発活動を行い、私たちもいろいろ学ばせていただきました。

活動内容
ㅦㅦ自治会夏祭り会場でのパンフレット等配
布による消費生活総合センターの紹介
ㅦㅦ鶴見川、鴨居原市民の森のクリー
ンアップ活動
ㅦㅦ衣類のリユースの手伝い
ㅦㅦ福祉まつりでの、パネル展示や、
紙芝居での振り込め詐欺防止活動
ㅦㅦ食品ロスに関する講座　出席
ㅦㅦ施設見学　㈱崎陽軒
ひとこと

　任期一年目、各イベントでテーマ
を定め、仕事を分担し協力して活動
しました。
　夏祭りや福祉まつりでは、廃材利用手作りの輪投げを、子どもた
ちに楽しんでもらいました。思った以上に盛況で、いろいろ声かけ
もしてもらい、活動の励みになりました。
　消費生活に関し、学ぶことが多い一年でした。来年度は、さらに
地域の皆様に、役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。

活動内容
ㅦㅦ『白山福祉まつり』にて啓発活動
ㅦㅦ振り込め詐欺被害の未然防止啓発
講座
ㅦㅦ手作りチーズ教室
ㅦㅦ冷蔵庫整理収納講座
ひとこと

　福祉まつりで手作り消臭剤講習を
し、振り込め詐欺啓発グッズの配布
をしました。講座や教室では「留守
番電話にしておく、家族間での合言
葉を決めておく等の方法で振り込め
詐欺の未然防止になる。」「チーズは、
牛乳・酢・水を材料に家庭でも手軽に作る事が
できる。」「冷蔵庫内に死角を作らず収納できてい
れば食品ロスを減らせる。」等の情報を取得しま
したので、これらの情報を地域の皆様と共有でき
るよう、活動を続けて行こうと思います。

１ 東本郷地区 　メンバー 12 名

３ 竹山地区 　メンバー 12 名

５ 新治中部地区 　メンバー 10 名

２ 鴨居地区 　メンバー 10 名

４ 白山地区 　メンバー 10 名
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活動内容
ㅦㅦ啓発講座　２回（紙芝居、クイズ）
ㅦㅦ施設見学　森永製菓㈱
ㅦㅦＡＥＤ講習会参加
ㅦㅦリサイクル講習会（保冷剤利用）
ㅦㅦ防犯講座開催（寸劇ありの振り込
め詐欺・空き巣対策）
ㅦㅦ漬け物講習会
ひとこと

　今年度は任期切り替えで推進員
の半数が新任となり、講習会や講座
など様々な活動を通して、自分たち
も学んで行く１年でした。
　啓発講座では、緑区で多発した振り込め詐欺の被害対策を中心
に行い、注意を呼びかけました。寸劇を取り入れた防犯講座はリ
アリティがあり、わかりやすく、楽しく学べたと好評でした。
　来年度も、地域の皆様の生活に役立つ情報を発信できるように、
活動していきたいと思っています。

活動内容
ㅦㅦ『お茶飲み会』の出前講座で悪質商
法に対する啓発活動（５月）
ㅦㅦ夏まつりでパネルを身に付けた広
報活動とお手伝い（７月）
ㅦㅦスーパーマーケット事業者と「食の
安全、安心」について懇談会（９月）
ㅦㅦ運動会でパネルを身に付け、チラ
シを配る活動とお手伝い（10月）
ㅦㅦリサイクル講習会（保冷剤で作る
アロマ芳香剤）（12月）
ㅦㅦ施設見学　横浜醤油㈱（１月）
ㅦㅦ『お茶飲み会』で緑警察署生活安全課による振り込め詐欺啓発活動（２月）
ひとこと

　29年度は、ほぼ総入れ替えのため一寸何をどうするか迷いました
が、研修と活動ブックを大いに参考にしまして、５月早々から出前講
座を開き、後に緑警察署生活安全課の方を招いて、振り込め詐欺の
講座もやりました。又、夏まつり、運動会ではパネルを制作し、肩か
ら前後に掛けて、帽子もシンボルマークである「ラビット」を入れた
もので、チラシを800枚位配る活動を行いました。この多勢の中で
活動することができたのは皆様の御協力のお陰だと思っています。

活動内容
ㅦㅦミニ勉強会＋理解度チェック（年４回）
ㅦㅦ横浜市消費生活教室めぐり（６月～２月）
ㅦㅦ『長津田まつり』で啓発活動（11月）
ㅦㅦ消費生活推進員ニュース「かわら
ばん」発行（年６回）
ㅦㅦ見守りの勉強会（『よこはま地域福
祉フォーラム』参加）（12月）
ㅦㅦ夏祭り、どんど焼き会場での啓発
活動（８月・１月）
ひとこと

　今年度は14名が１年生。
　消費生活に関する正しい知識とトラ
ブル時に対応できる能力「消費者力」
を身に付けるため、市・区主催の研修会に参加する一方、地区勉
強会を定期的に開催し、活動方法等について学習してきました。
　２年目の平成30年度は、学んだことを生かして、地域の皆様
に正しい知識と的確な情報を発信すると共に、多くの方に参加し
ていただける魅力ある活動を展開していきたいと思います。

活動内容
ㅦㅦ連合自治会、各自治会の各種イベ
ントでの啓発、チラシ配布および
声かけ
ㅦㅦ敬老会での悪質商法未然防止紙
芝居
ㅦㅦ資源循環局による出前ミニ講座
「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」
ㅦㅦ味噌づくり講習会
ひとこと

　今年度は各自治会の行事において
の啓発活動のほか、連合自治会の皆
様に声をかけ、私たちの身近な事の講習会を開催しました。普段
疑問に感じていることを解決し、生活に生かすことができました。
　今後も各自治会の皆様が参加でき、より良い生活を推進できる
よう活動していきたいと思います。

活動内容
ㅦㅦ『グリーンフェスタin八朔2017』参加
ㅦㅦ啓発講座６回（啓発紙芝居、○×
クイズ、DVD鑑賞）
ㅦㅦ３Rの推進（ペットボトルキャップのピ
ンクッション、古Tシャツのコースター）
ㅦㅦエコクッキング＆食の安全（地場夏
みかんのピール作り、ラスク作り）
ㅦㅦ工場見学　ヤクルト㈱湘南化粧品工場
ひとこと

　今年度は、地域の見守りを中心とし
た『山下ネットワークサロン』とコラボ
することで、６か所で啓発活動を行う
ことができました。紙芝居や○×クイ
ズの後「うちもこんなのがあった」など、
隣の人同士の情報交換がキッカケとな
り、会話がはずんでいました。
　未然に詐欺被害が防げるよう、見守りを含め安心して暮らせるよう、
今後も私たち消費生活推進員が、情報を伝えていけたらと思います。

活動内容
ㅦㅦリサイクル講習（牛乳パック・新
聞紙・ペットボトル）
ㅦㅦ味噌作り講習会
ㅦㅦ活動紹介パネル展示
ㅦㅦ各自治会の各種イベントでの啓発
ひとこと

　消費生活推進員１年目が多い今年
度はリサイクル講座からはじめまし
た。
　２度リサイクル講座を行い、チー
ムワークができてきたところで、毎
年人気の無農薬大豆を使用した味噌
作り講習会の準備をはじめ、１月に
本番を迎え、多くの方に参加していただきました。各自治会のご
協力をいただき、各種イベントで啓発活動を行いました。
　来年度も地域の皆様に参加していただけるような活動をしてい
きたいと思っています。

７ 三保地区 　メンバー 9 名

９ 十日市場団地地区 　メンバー 8 名

11 長津田地区 　メンバー 19 名

８ 新治西部地区 　メンバー 7 名

６ 山下地区 　メンバー 13 名

10 霧が丘地区 　メンバー 13 名
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平成 29年度　区全体の活動報告

　消費生活推進員の活動と、
消費生活について、
少し理解していただけましたか？
　このほかにも、消費生活推進員は
各地域でさまざまな活動を
しています。
　活動に興味のある方は、
緑区役所地域振興課へ
ご連絡ください。

平成29年
 4月25日（火） 平成 29・30 年度 横浜市消費生活推進員

緑区委嘱状伝達式
 6月 3日（土） 衣類のリユース《子ども服》

　（環境事業推進委員と協働）
 7月 6日（木） 施設見学研修会　

～東京ガス（株）根岸ＬＮＧ基地、
　　　山崎製パン（株）横浜第一工場～

10月 5日（木） 食品ロス講演会「冷蔵庫整理収納講座」
　（資源循環局３Ｒ推進課と共催）

10月15日（日） 緑区民まつり 2017

11月18日（土） 衣類のリユース《子ども服》
　（環境事業推進委員と協働）

11月30日（木） 施設見学研修会
～東洋羽毛工業（株）相模原工場、
　　　南本牧廃棄物最終処分場～

平成30年
 2月23日（金） 消費生活教室

　（横浜市消費生活総合センターと共催）
「高齢者専用ホームの基礎知識
　～公的・民間施設の違いとチェックポイント～」

 3月 消費生活推進員ニュース発行

緑区消費生活推進員地区代表会議
　上記活動のほかに、各地区の代表 22 名は、毎月定期的に地区
代表会議を開催（年 10 回）して、情報や意見を交換しています。
また、消費生活推進員としての知識を深め、地区活動の充実を図
るために、外部から講師を招いて会議の中でミニ研修会も実施し
ています。会議の内容は、各地域へ持ち帰り、情報を広めています。

お気軽に「横浜市消費生活総合センター」へ
お電話ください。

横浜市消費生活総合センター
TEL(045) 845－6666

受付時間
平日　9:00 ～ 18:00、　土・日　9:00 ～ 16:45
※祝・休日、年末年始（12月29日～１月３日）を除く

消費トラブルで
困ったときは……

再生紙を使用しています。

　活動に興味のある方は、


