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緑区消費生活推進員ニュース
緑区キャラクター「ミドリン」

誰もが笑顔で安心して暮らしていける町を目指して
　日頃から消費生活推進員の活動にご理解をいただきありがとうございます。
　今年度は緑区民まつりが「緑区制 50 周年記念事業」として盛大に開催されました。
多くの来場者とふれあうことができ、消費生活推進員の活動を見直す機会となりました。
　消費生活推進員は、消費生活に関する研修会、講座、講演会等に参加し知識を深め、
地区毎に作成した啓発事業を中心とした「地区活動年間計画」の達成に向けて全員で取
り組みました。
　ご協力いただいた連合自治会、自治会の皆様、本当にありがとうございました。

緑区消費生活推進員の会
代表　前田　　實

消費生活推進員とは

地域の皆様の安全で快適な消費生活を目指して ～令和元年度の活動～

　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 118 人の仲間で活動して
います。（委嘱期間は令和元・２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び、地元で声を掛け合い積極的に
交流することにより消費者被害未然防止に取り組んでいます。

 《交流を通じたふれあい》　緑区民まつり 2019 （10月 20日）

 《地元で集う》　地区ごとに行う啓発活動 （随時）

 《みんなで学ぶ》　消費生活講座「今すぐ始める“もの”と“心”の整理術」（２月20日）

　来場された方に「だまされやすさ」を知るための「心理チェック
（９問）」に答えていただきながら、直接お話することができました。
悪質商法やクーリング・オフの制度についてもお伝えしました。
　問１　自分のまわりにあまり悪い人はいないと思う
　問２　相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ
　問３　たまたま運の悪い人がトラブルにあうのだと思う
　　 …

※〇が多いほど、消費者トラブルにあう可能性が高い傾向あり

　日頃から身の回りの整理ができれば、快適に健やかに暮らせ
ることに気づかされました。本当に必要なものを見極め、不要
な物を買ったり、うまい話に惑わされたりせずに生活していき
たいものです。

　「災害時の食事」、「食の安全」、「自然と共生する持続可能な生活
と社会」等について考えるきっかけづくりを各地区で行いました。
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緑区消費生活推進員
　　　　　地区活動報告
～令和元年度の活動の一部を紹介します～

活動内容
 ◉施設見学　「横浜市民防災センター」

（８月）、「資源循環局都筑工場」（２月）
 ◉「ひがほん郷

ふるさと

まつり」で心理チェッ
クとリサイクル工作による啓発活動

（11 月）
 ◉落語講座「悪質リフォームに遭わな
いために」開催（１月）
 ◉「こだわりの味大展示会」見学（３月）
ひとこと

　初めて活動するメンバーがほと
んどの中、まずは自分たちの勉強
会を中心に活動してきました。
　その中で分かってきたことは、詐欺被害にあわないためには一
人で悩まないで、家族や友人に相談してみることが重要だという
ことです。
　来年度は、もっとコミュニケーションをとれる場所を作り、啓
発活動をしていきたいと思います。

活動内容
 ◉ 寿会昼食会での啓発活動「悪質商法クイズ」（6月）
 ◉ 商店街花火大会に出店（７月）

小学生を対象として「お金の使い方について」説明
トイレットペーパーの芯を使ったプリズム鏡づくり

 ◉ 回転備蓄と防災クッキングの講習会（９月）
 ◉ 手作り味噌教室（11 月）
 ◉ 商店街福引手伝い（12 月）
 ◉ エコ教室「ハギレで作るポーチ」（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（３月）
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。今年度は消費生活応援隊や講師をお招きしたことにより、詳
しく専門的に地域の皆さんにお伝えできました。
　味噌教室や手作りポーチ教室など消費生活のテーマ全般にわた
り講座を企画し、推進員全員で協力して楽しく活動できました。

活動内容
 ◉自治会定例常会での啓発活動（１、２月）
 ◉上山ふれあい樹林でのソーメン流し
の会において啓発活動（８月）
 ◉豆乳からの手作り豆腐作り及びそれ
を用いた料理教室（８月）
 ◉施設見学　キリンビール横浜工場

（9 月）、南部市場（3 月）
 ◉エコ作品作り「ヤクルト容器とコーヒーかすを用いた消臭剤」（６月）
ひとこと

　自治会定例常会での啓発活動では、カーシェ
アリングなど消費生活の最近の話題と悪質商法
の手口とクーリングオフについて取り上げまし
た。資料を求める方も多く、内容を改訂して来年度以降地区まと
めて継続していく予定です。
　今後の方向としては、最近現れたインターネット上でマイクロ
ソフトを名乗る悪質請求ソフトを配信する米国の業者の実態を調
査し、広く周知する活動も必要と考えています。

活動内容
 ◉鴨居納涼盆踊り大会での出店及
び啓発（7 月）
 ◉敬老祝賀会での紙芝居による啓
発（9 月）
 ◉鴨居福祉まつりでの出店及び啓
発（11 月）
 ◉パーマカルチャー講演会の開催（2 月）
 ◉醤油づくりの見学（天地返し～搾り）
753 プロジェクト（～ 2 月）
ひとこと

　盆踊りや福祉まつりでは、子ども向けに廃材を利用したフリ
スビーゲームやマグネットづくりを実施し、大人には消費生活
総合センターの紹介や騙されやすさの診断をしました。お話し
させていただく中で自分自身の知識を深めることもできました。
　講演会ではパーマカルチャーというユニークな視点から環境
問題について皆さんに考えてもらうことができました。手探り
ではありますが、地域の皆さんのお役に立てるよう、楽しみな
がら活動していきたいと思います。

活動内容
 ◉白山連合自治会主催の「白山まつり」
で、写真立て作りと「振り込み詐欺防
止パネル」で啓発活動（５月）
 ◉自治会主催納涼祭で、「悪質商法パネル」
を展示し、パンフレットを配布（７月）
 ◉LED ライト等を利用して室内で野菜を
育てる工場の見学と試食（10 月）
 ◉「消費者契約クイズ」と「クーリング・
オフ クイズ」の紙芝居で敬老会の皆
さんに楽しみながら周知徹底（11 月）
 ◉崎陽軒工場見学（２月）
ひとこと

　今年度は、全員初心者です。前年度の資料と研修会等で勉強
しながら活動しました。「白山まつり」では、写真立て作りが好
評で用意した材料を使い切り、安堵感と喜びを得ました。
　地域の皆さんと一緒に有意義な楽しい活動にしていきたいと
思っています。

１ 東本郷地区 　メンバー 10 人

３ 竹山地区 　メンバー 12 人

５ 新治中部地区 　メンバー 9 人

２ 鴨居地区 　メンバー 9 人

４ 白山地区 　メンバー 8 人
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活動内容
 ◉施設見学

　　「東京ガスショールーム」（７月）
 ◉リサイクル講習

　　「卵パックで簡単種まき」（９月）
 ◉緑警察署生活安全課による防犯講話会
開催「自分の身を守る為に」（11 月）
 ◉3R 夢講習会開催（２月）
ひとこと

　今年度は、7 人が新任となり、メン
バー全員で学びながらの活動となっ
ています。
　秋にいくつか啓発活動を行う予定
だったのですが、天候不順で行うことができなかったのが残念です。
　防犯講話会では、新手の詐欺手法を話していただいたり、質疑
応答でも情報共有ができたりなど有意義な時間となりました。
　次年度も引き続き、地域の皆さんの生活に役立つ活動を心掛け、

「高齢者の見守り」「食品ロス」などをテーマに活動したいと思っ
ています。

活動内容
 ◉出前講座で詐欺被害未然防止と推
進員による紙芝居（６月）
 ◉施設見学　崎陽軒（９月）
 ◉健民祭で架空請求ハガキの注意喚
起（10 月）
 ◉リサイクル講習会「牛乳パックで
作る立つメガネケース」（11 月）
 ◉緑警察生活安全課による詐欺や消
費者トラブルの啓発活動（２月）
ひとこと

　今年度は新メンバー 4 人と継続メンバー 4 人で出発。6 月に消
費生活推進員 OB の応援隊の講演。テンポのいい流れと参加者の
関心の高さもあり、楽しく学びました。
　施設見学では、崎陽軒に 6 人で訪問し、食の安全と横浜の歴史
を共に学べました。
　1年を通して地区のメンバーと和やかに交流でき、次年度も多く
の方々に参加していただくような活動をしていきます。

活動内容
 ◉見守り活動

　　「見守り新聞発行」（年 6 回）
 ◉推進員ミニ勉強会（９、10、12 月）
 ◉敬老会「悪質商法未然防止」広報
活動（９月）
 ◉施設見学「崎陽軒横浜工場」（９月）
 ◉長津田まつりでの出前講座（11 月）
 ◉自治会の行事に参加して啓発及び
広報活動（9、10、12 月）
ひとこと

　「消費者被害未然防止の啓発活動」
と「地域の見守り活動」の２本柱で
活動に取り組みました。長津田地区
として行う活動（敬老会、長津田まつり、80 周年記念イベント）
と自治会毎に行う活動（出前講座、新聞発行、広報活動）に分け
てきめ細かい活動に取り組みました。
　これからも地域の皆さんの暮らしに役立つ情報提供に努めます。

活動内容
 ◉敬老会での啓発活動（９月）
 ◉出前講座による詐欺被害未然防止活
動（３月）
 ◉手作り味噌（１月）や地場産の食材を
使ったパンづくり（５月）
ひとこと

　今年度も各自治会のご協力をいただき
啓発活動を進めてきました。
　また今年度は年齢層の幅を広げ、小さ
なお子さんのいる家庭向けに無添加の手
作り味噌作りや地場産の食材を使ったパ
ン作りを行い、
これらの活動
を通して食の
安全や食育に
ついて考えて
きました。

活動内容
 ◉「グリーンフェスタ in 八朔」参加

（パネル展示）（5 月）
 ◉啓発講座 3 回（紙芝居・心理チェッ
ク）（７、10、３月）
 ◉エコ小物づくり（６月）、エコクッ
キング（７月）
 ◉オギノパン工場見学（12 月）
 ◉味噌作り（２月）
ひとこと

　任期１年目の今年度は、新メンバーが多
く、毎月の定例会で消費生活に関する知識
を深めてきました。3 回の啓発活動では悪
質商法の紙芝居や心理チェックを行い、地
域の方々からは、楽しく学べたと好評でした。
　来年度は講師を招いた啓発講座など、地
域の皆さんに多く参加していただけるイベントを考えていきたいと
思います。

活動内容
 ◉自治会の各種イベントでの
啓発（12 月）
 ◉福祉まつりでのパネル展示

（11 月）
 ◉手作り味噌講座（１月）
 ◉リサイクル講座（７、３月）
ひとこと

　今年度は半数が新任となりまし
た。各自治会の各種イベントでの
啓発活動のほか、地域ケア会議に
も参加させていただきました。2
度リサイクル講座を行い、毎年人
気の無農薬大豆を使用した手作り
味噌講座も行いました。味噌講座では、昨年に作った味噌を使用
した豚汁を参加者の方に召し上がっていただきました。
　来年度も多くの皆さんに参加していただけるような活動をした
いと思っています。

７ 三保地区 　メンバー 9 人

９ 十日市場団地地区 　メンバー 8 人

11 長津田地区 　メンバー 19 人

８ 新治西部地区 　メンバー 8 人

６ 山下地区 　メンバー 14 人

10 霧が丘地区 　メンバー 12 人
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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。

令和元年
 4月25日（木） 横浜市消費生活推進員緑区委嘱状伝達式
 6月 1日（土） 衣類（子ども服）のリユース（環境事業推進委員と協働）
10月20日（日） 緑区制 50 周年記念事業　緑区民まつり 2019

消費者クイズ、心理チェック、不用品を利用した「ぶんぶんこ
ま作り」など

11月14日（木） 「家庭でできる食品廃棄の減らし方　～食品をムダなく使い切
る方法～」３Ｒ夢（資源循環局）講座

11月30日（土） 衣類（子ども服）のリユース（環境事業推進委員と協働）

令和２年
 2月20日（木） 消費生活講座「今すぐ始める“もの”と“心”の整理術」

 3月 消費生活推進員ニュース発行

045-845-6666

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

再生紙を使用しています。
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祝日・休日、年末年始（12/29～１/３）はお休みです

〒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

受付時間：平　日　9：00 ～ 18：00
　　　　　土・日　9：00 ～ 16：45

相談専用電話

令和元年度　区全体の活動報告

消費者を取り巻く経済環境の変化

こ
ん
な
手
口
に
ご
用
心

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 人は、毎月（８月と１月を除く）地区代表会議を
開催して、区全体の事業内容の検討や地区の活動等の情報交換を行っています。

手口が巧妙化する
悪質業者

複雑化する商品や
サービス

電子マネーなどキャッシュレス時代を
反映した被害

点検商法

利殖商法

通信販売
トラブル

「無料で点検する」と訪問し、不安をあおる説明をして
高額な契約をさせる商法

「必ず儲かる」などと言って、投資や社債の購入などを持ちかけ、
出資金や購入代金をだまし取る商法

注文した商品がイメージと違ったり、
「お試し」のはずが定期購入だったりするトラブル

その場で決めない、身近な人に相談する、他の業者に見積を依頼して検討する

甘い話は信用しない、理解できないものには手を出さない

返品できるか購入前に確認する、本当に必要か落ち着いて考える


