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消費生活推進員とは
緑区の消費生活推進員は、自治会から推薦され横浜市から委嘱された
121 人の仲間で活動しています。
（委嘱期間は平成 29・30 年度の 2 年間）
悪質商法の手口を知る講座を開催して地域の皆様と一緒に学んだり、
地元で声を掛け合うことにより消費者被害未然防止に取り組んでいます。

消費生活推進員の活動例

地域の皆様の
安全で快適な消費生活を目指して！
寸劇、紙芝居、
ＤＶＤで悪質商法
の手口を学ぶ
講座の開催

地域の集まりで
「クーリング・オフ」
の説明

イベントで
横浜市消費生活
総合センター
の紹介

情報誌を発行し、
高齢者に届ける

消 費 生 活
総合 セン ター

店頭で地元の
皆様と直接
触れ合いながらの
注意喚起
食品の安全や
ごみの減量に
配慮したライフ
スタイルの提案

私たちの周りの消費者トラブル（2018 年の特徴）
▶ 増え続ける「架空請求」。ハガキだけではなく、封書で届くことも

▶
「オーナー商法」や「シェアハウス投資」などの事業者の倒産

特別！
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請求！

督促！

▶ 過去に原野商法のトラブルにあった人や、
その原野を相続した人が巻き込まれる「原野商法の二次被害」

今だけ！
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１ 東本郷地区

緑区消費生活推進員
地区活動報告
〜平成 30 年度の活動の一部を紹介します〜

メンバー 10 名

活動内容
施設見学 崎陽軒（5 月）
、横浜市
民防災センター（2 月）
チラシ配布による啓発活動『夏まつり』
（11 月）
（7、8 月）
、
『ひがほん郷まつり』
敬 老 会 『 悪質商法未 然防止紙 芝
居』
、食事会『DVD 鑑賞』
資源循環局出前講座「食品ロス削減」
（10 月）
スマホトラブル注意喚起回覧（12 月）
寸劇による振り込め詐欺、悪質商法
の講話（3 月）

ひとこと
昨年度に続き詐欺被害未然防止に重点を置きました。また、エ
コの観点から「食品ロス削減」の講座を開き、これから起こるで
あろう災害に備え、防災減災の知識も学びました。
地域の皆様方と共に歩み、よりかしこい消費者を目指して活動
を継続できるよう後進に伝えてゆきたいと考えています。

２ 鴨居地区

メンバー 10 名

活動内 容
鴨居駅＆ダイエー鴨居店前での声かけや
啓発品配布による振り込め詐欺防止活動
自治会夏祭り会場での啓発品配布による
詐欺防止、消費生活センターの紹介活動
福祉まつりでの、パネル展示やパンフ
レット配布による振り込め詐欺防止活動
「賢い料理で食品ロスを減らしましょう」
講師フルタニマサエさんの講演会開催
施設見学 味の素川崎工場

ひとこ と
任期 2 年目、地域ケアプラザや自治会
の協力も得て、少し活動範囲を広げまし
た。鴨居駅とダイエー前での振り込め詐欺防止活動では、約 600
人の方と接し、経験談を話してくれる方もいて、詐欺防止の気持
ちを共有することは、とても大切なことだと感じました。講演会
では、多数の方が参加し、熱心に耳を傾け、質疑応答も活発でした。
多くの方と接し、お声を聞くことができ、学びの多い、やりがい
のある一年でした。

４ 白山地区

２

メンバー 10 名

３ 竹山地区

メンバー 12 名

活動内容
寿会昼食会での啓発活動「悪質商
法クイズ」
（6 月）
商店街花火大会手伝い（7 月）
小学生を対象としてお金の使い方について
ペットボトルけん玉、牛乳パックを使ったトレイ
施設見学会 日本航空整備工場（11 月）
商店街福引手伝い（12 月）
エコ教室「端切れで作るアクセサリー」
（２月）
竹生会での啓発活動「振り込め詐
欺について」
（３月）
竹山地区消費生活ニュース発行

ひとこと
エコな暮らし、悪質商法など身近なテーマに取り組んできまし
た。なかなか減らない消費者トラブルを少しでも未然防止できる
よう地域の方々に伝える活動をしました。
２期目に入り「今度はこんな活動をしたい」という意見がそれ
ぞれの委員からあり、気持ち一つになって活動ができました。

５ 新治中部地区

活動内 容
白山まつりにて鴨居地域ケアプラ
ザと合同で啓発活動
振り込め詐欺被害の未然防止啓発
講座
手作りサンドウィッチ教室
キリンビール工場見学
ひとこ と
白山まつりでは、鴨居地域ケアプ

活動内容
自治会のお楽しみ会や敬老会で
の啓発活動、チラシ等配布
施設見学 横浜醤油、岩井の胡
麻油
エコ作品作り「ペットボトルの
小物入れ」
「紙ヒモを使ったカゴ」
横浜市消費生活総合センターと神奈川
県弁護士会の紹介、ステッカー配布

ラザと合同で振り込め詐欺防止の啓
発や消臭剤作りを行い、幅広い年齢

ひとこと
自治会の運動会や上山ふれあい樹林で

層の方に参加していただきました。

のそうめん流しやミニ門松作りの会場

サンドウィッチ教室では意外な具

で、詐欺被害を未然に防ぐための啓発活

メンバー 9 名

材を使ったサンドウィッチが好評でした。また、安全な食品添

動やイザという時に知っておいてほし

加物の必要性や食育についての話もあり有意義な講座になりま

い相談機関の紹介などをさせていただきました。これからも地

した。その他の活動も合わせて、この１年学んできたことを自

域の皆様に生活に役立ついろいろな情報を発信していけたらと

治会等を通して地域で共有していきたいと思います。

思っています。

６ 山下地区

メンバー 13 名

ひとこと
昨年度は「山下ネットワークサロン」とコラボした啓発を中心に活動を
してきましたが、今年度は啓発をしつつ、消費生活にまつわるクーリング
オフクイズや、エコ生活を考える会、資源循環局、緑警察の方々に講習会
依頼をし、様々な角度から学び推進する活動をしてきました。
2 年間の活動を通して学んだことで推進員も力をつけたと思うので今後
も地域の皆様の消費生活のお役に立てるように続けていきたいと思います。

メンバー 7 名

ひとこと
今年度は、食の安全と高齢者の
見守りに重点をおいて活動しまし
た。特に啓発講座や防犯講話会に
は大勢の方に参加いただき関心の高さを
うかがうことができました。
現在の推進員は 3 月末で任期切り換え
のため解散しますが、活動を通して得た知
識や情報を基に今後も地域の仲間として、
安全・安心な社会が築けるよう繋がっていきたいと思います。

９ 十日市場団地地区

メンバー 8 名

活動内容
出前講座で詐欺被害未然防止と推
進員による寸劇の啓発活動（５月）
『夏まつり』でパネルを付けての広
報活動（７月）
『健民祭』でパネルとのぼりを使用した
広報活動と連合自治会の手伝い
（10 月）
リサイクル講習会（ペットボトル
けん玉、新聞エコバック）
（11 月）
施設見学 横浜醤油（12 月）
緑警察生活安全課による振り込め
詐欺の啓発活動（１月）
ひとこと
今年度も 5 月早々市消費生活総合センター出前講座を利用し
被害未然防止のお話と推進員の訪問購入（貴金属）寸劇による
啓発活動を行いました。約 7 人からの活発な質疑応答により出
席者一同十分納得された様子でした。
また、緑警察生活安全課による啓発活動も同様に行っていま
す。その他の活動も地域の方達と共に展開してきました。推進
員も 2 年目に入り皆様積極的に参加されて活動を行い有意義に
終わることができました。

活動内容
連合自治会、各自治会の各種イベン
トでの啓発、チラシ配布及び声かけ
敬老会での振り込め詐欺防止活動
手作り味噌講習「身近な物から食
の安全を考える」
ひとこと
各自治会や連合自治会のイベントで
の啓発活動の他、今年度は食の安全に
目を向けてみました。
日頃良く使用する味噌の手作りから
始め、味噌ができあがった際には皮
から手作りする餃子の講習会をしまし
た。来年度は子どもからお年寄りまで
たくさんの方に参加していただき、よ
り良い生活ができる講習会を企画して
いきたいと思います。

10 霧が丘地区

メンバー 9 名

活動内容
啓発講座「紙芝居、脳トレクイズ」
防犯講話会開催「交通安全対策、
詐欺被害の実態と対策」
終活セミナー開催
リサイクル講習「牛乳パックを
使った針刺し」
施設見学 日清オイリオ、崎陽軒

活動内容
『グリーンフェスタ in 八朔 2018』
情報パネル展示及び模擬店参加
啓発講座 5 回（クイズ・振
り込め詐欺生音声・緑警察
による講話会）
３Ｒ夢の推進（土壌混合法
や資源循環局による学習会、
不用なものを使った布草履
作り・DVD 壁掛け作り）
工場見学 鈴廣小田原工場
味噌作り、広報誌発行

８ 新治西部地区

７ 三保地区

メンバー 13 名

活動内容
リサイクル講座「保冷剤で作るア
ロマ芳香剤、ハンドタオルで作る
ペットボトルカバー」
施設見学 味の素川崎工場
手作り味噌講座
活動紹介パネル展示
各自治会の各種イベントでの啓発
活動
ひとこと
今年度も各自治会のご協力をいただ
き、各種イベントでの啓発活動を行いま
した。啓発活動は、振り込め詐欺対策を
中心に呼びかけを行いました。
毎年、恒例となっている無農薬大豆を使用して手作り味噌講座、
身近な材料でできるリサイクル講座を行いました。
次年度も多くの方々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。

11 長津田地区

メンバー 20 名

活動内容
食事会やお茶会を利用しての啓発
活動（６、10、２月）
消費生活推進員ニュース『長津田
246』発行（年４回）
『長津田まつり』での啓発活動（11 月）
秋まつり会場での広報活動（10 月）
DVD を使ってのミニ勉強会開催（12、２月）
見守り活動『見守り新聞』発行（年２回）
施設見学 横浜醤油（７月）
ひとこと
２年目の今年は、１年目の勉強会で身
に付けた知識を生かして、各推進員が自
治会毎に行われる、食事会やお茶会に参
加し啓発活動（悪質商法クイズ等）を行いました。
『長津田まつり』に参加して、消費者力クイズやペットボトルで作った
けん玉でゲームを行い、幅広い年齢層の方に参加していただきました。
長津田消費生活推進員ニュースの作成と配布、また、高齢者の見守り
として「見守り新聞」を発行し悪質商法等について注意喚起を行いました。

３

平成 30 年度

区全体の活動報告
資源循環局研修

平成30年
6月 2 日（土） 衣類（子ども服）のリユース（環境事業推進委員と協働）
6月 7 日（木） 神奈川県くらし安全交通課研修「なぜだまされるのか」
10月21日（日） 緑区民まつり 2018
「消費者クイズ、ペットボトルけん玉づくりなど」

緑区民まつり

11月 8 日（木） 資源循環局研修「家庭用防災備蓄食品の廃棄を減らすには」
11月17日（土） 衣類（子ども服）のリユース（環境事業推進委員と協働）
平成31年
2月21日（木） 消費生活教室「冷凍食品の基礎知識と安全性」
（横浜市消費生活総合センターと開催）

3月

衣類のリユース

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（8 月と 1 月を除く）
地区代表会議を開催して、事業内容の検討や情報交換を行っています。

◀◀◀

暮らしを守り楽しむための私たちの活動 ▶▶▶

各地区では、老人給食会や地域の行事にお邪魔して、なかなか減らない振り込め
詐欺や悪質商法に注意する啓発活動を行い相談窓口をお伝えしています。
また、推進員として知識を身に付けるために様々な研修に参加するとともに、今
年度は、食品ロスを減らすために「家庭用防災食品の回転備蓄」について勉強会を
開催しました。
年 10 回の地区代表会議での活発な意見交換は、推進員の有益な情報源となり各
地区に広められています。

緑区消費生活推進員の会
代表 八木 恵美

横浜市消費生活推進員表彰者
市長感謝状（3 期在任かつ地区代表 2 期以上在任）

峯尾

京 子（三保地区）

困ったときは、消費生活総合センターにご相談ください。
横浜市消費生活総合センター
祝日・休日、年末年始（12/29〜１/３）
はお休みです

相談専用電話
受付時間：平 日
土・日

9：00 〜 18：00
9：00 〜 16：45

045-845-6666

〒233-0002
横浜市港南区上大岡西1-6-1
ゆめおおおかオフィスタワー4・5階

４

消費生活センターってどんなところ？
消費生活センターでは、消費者が商品を購入し
たり、サービスを利用した際の販売方法・契約・
品質・価格など、消費者と事業者間のトラブルに
関して、専門の消費生活相談員を配置し、トラブ
ル解決のための助言、あっせん（消費者が当事者
として事業者と交渉する際の手助け）、情報提供
などを行っています。
本人だけでなく、家族やヘルパーなどの周りの
人も相談できます。
再生紙を使用しています。

