
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  音更町消費者協会 

                  会長 佐々木 利勝 

 会員の皆様、２０１８年の新年を如何お過ごしのことでしょうか。 

 昨年は、皆様のご尽力により、１年間音更町消費者協会の活動を展開す

ることが出来ました。計画された各部それぞれの行事もスムーズに展開さ

れ、有意義であったと考えます。心よりお礼申し上げます。 

  昨年９月には、長年の懸案事項として要望しておりました、相談者のプラ

イバシーを守り、安心して相談を受けることの出来る相談室、また町民が自らが学習できるスペー

スの確保をすることが出来ました。ご努力いただいた関係各位にお礼を申し上げますと共に、今

後、町民の方々が消費生活の学習・交流の場として有効な活用をいただくことを願っております。 

  また、１０月には、音更町被害防止ネットワークの中核となって「音更町消費者の集い」を成功裏

に開催することが出来ました。これまでの行事一つ一つを振り返ってみますと、役員の皆さんを中

心に、部員・会員の皆さんの活躍する姿が目に浮かんできます。 

  昨年の特筆すべきこととして、皆さんに報告します。それは、相談員・田原まゆみさんが独立行

政法人国民生活センターが実施する「消費生活相談員資格試験」に合格したことです。音更消費

者協会は、これまで専門相談員３人体制を目指してきましたが、これが実現したものです。本人の

努力、取り巻く方々のご協力に感謝をいたします。 

 また同時に事務局次長の豊島英俊さんが金融機関での相談経験を生かされ、独学で上記試験

に合格されました。今後何らかの形で協会活動に生かしていただけるものと期待をしているところ

です。 

 

 ２０１８年は、多くの課題も山積しています。会員の減少・高齢化があり、協会

組織のあり方そのものにも検討を加えていくことが必要です。  

 消費生活センター及び消費者協会の活動が、消費者被害を減少させ、消費

生活の安全・安心と一層の高揚を導いています。またこの一年も会員皆様とと

もに手を携えて進んで行きたいと思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。 
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共栄コミセン１階 音更町消費者協会（広報部）TEL・FAX 67-5541 



平成 29 年度第 1 回消費生活リーダー研修講座 

日 時：平成 29 年 6 月 23 日（金）10：00～15：00 

会 場：北海道立消費生活センター 

内 容：  

1.機能性表示食品やトクホの問題点等 

2.住まいと環境 

 講師：北海道消費生活コンサルタントクラブ 奥谷 直子氏他   

3.消費者団体訴訟制度を知る～基礎知識から最近の動きまで～ 

 講師：NPO 法人消費者支援ネット北海道理事長 町村 泰貴氏 
 

 

平成 29 年度リーダー研修講座に参加して  事務局次長 豊島 英俊 
 

消費生活に密接に関連したタイム

リーなテーマについて取り上げられ、興味深い

ものでした。『食』については共通して取り上

げられ、「食品表示は何のため？」、「（保健機能

食品について）それでもあなたは使いますか？」

などの視点から種々問題提起がなされました。

現代の食事情の問題点として、加速する加工

食・中食への依存、ダイエットと栄養補助食品などがあり、身体への悪影響が懸念される状況にあるとの

ことで、改めて「食育」の重要性について理解することができました。 

『住まい』では、人々に豊かさをもたらす「超スマート社会」の説明があり、これからの住まいやエネ

ルギーを考える上で参考になると思いました。 

『消費者団体訴訟制度』は、これまで「差止請求訴訟」だけでしたが「被害回復裁判手続」が施行（2016

年 10月）されています。まだ訴訟実績はないものの、今後定着化することで、両制度が相俟って機能発

揮が期待できるとのことでした。 

『商品、サービス等における規格』につ

いては、標準化することで理解がしやすく

なり、それが安心、安全、便利に繋がって

いくとのことです。 

最後に「種子法」の廃止について説明が

ありましたが、議論が高まらないうちに今

年 3 月末での廃止が既に決定しています。

種苗生産に関するノウハウを民間に提供

することで、商業ベース化の弊害、商品価

格の上昇、消費者が自分で選んで決める

「食料主権」が脅かされるという懸念もあ

り、その影響は未知数ながら、思いのほか

大きいとのことで、今後の動向を注視する必要があると感じました。 

  いずれのテーマも暮らしに直結したもので、今後の消費者活動の参考にしていきたいと思います。                                 

以上 

 

 

 

   石油製品価格調査結果報告（音更町内主要 9店舗）調査研究部調べ （税込み価格 単位：円） 

2018年 1月 
灯油 1ℓ ガソリン１ℓ LPガス（6店舗） 

（7店舗） フル（5店舗） セルフ（4店舗） 基本料金 5㎥ 10㎥ 

最低価格 84.00 139.00 138.80 1950.00 6150.00 10030.00 

最高価格 90.00 143.00 139.00 2160.00 6426.00 10616.00 

1月平均 86.00 141.60 138.90 2089.00 6245.00 10257.50 

前月平均 82.54 141.40 138.70 2089.00 6245.00 10257.50 

前年度 1月平均 72.12  132.00 126.90 2089.00 6245.00 10257.50 

平成 29 年度第 2 回消費生活リーダー研修講座 

日 時：平成 29 年 11 月 22 日（水）10：00～15：00 

会 場：北海道立消費生活センター 

内 容： 

1.標準化ってなに？～私たちの暮らしに役立つ標準化～  

 講師：主婦連合会 会長 有田 芳子氏 

2.～緊急時にもわかりやすい一連の災害非難誘導標識設置に向けて～ 

 ピクトグラムに関する JIS 

 講師：（一財）日本規格協会 規格開発センター  

    標準化支援ユニット技術アドバイザー 山田 次雄氏 

3.リコール社告の JIS 

 講師：主婦連合会 会長 有田 芳子氏 

4.子どもたちの食育、おとなへの食育 

  ～安心で豊かな食とは何かを考えるために～ 

 講師：NPO 法人北海道食の自給ネットワーク事務局長 大熊久美子

氏 

 

 

【事務局より】第 3 回リーダー研修講座が 2 月 23 日（金）に開催されます。 

参加ご希望の方は事務局までお問い合わせ下さい（詳細は 4 面をご覧下さい） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者向け啓発を行っています！ 

 

出前講座報告☆（11 月 20 日～平成 30 年１月 19 日分） 

音更町消費生活センターの出前講座。この 2 ヶ月の間に 7 回、町内各地に伺いました。初めての試み

として、帯広大谷短期大学様の「消費者被害予防教室」（１年生対象）にお呼びいただきました。その他

に、同学校２年生の「消費生活概論」の中の２コマを担当。若者から高齢者まで、幅広いご依頼にお応

えすることが出来る講座内容を揃えております。出前講座のご利用･周知をよろしくお願いいたします。 

① 平成 29年 11月 21日(火) 富丘老人クラブ(富丘会館)    参加： 10名 

② 平成 29年 11月 21日(火) 共栄盛老人クラブ(共栄コミセン)   参加： 13名 

③ 平成 29年 11月 22日(水) 消費者被害予防教室(大谷短大)   参加：150名 

④ 平成 29年 12月 5日(火) JAおとふけ女性部(第一ホテル)   参加： 14名 

⑤ 平成 29年 12月 13日(水) 大谷短大・地域教養学科①(大谷短大)   参加： 20名 

⑥ 平成 29年 12月 20日(水) 大谷短大・地域教養学科②(大谷短大)   参加： 20名 

⑦ 平成 30年 1月 16日(火) 木野農協女性部(ハピオ)      参加： 20名 

 

 

消費生活センター☆相談状況 (1 月 19 日現在) 

法務省管轄支局を騙る「架空請求葉書」が横行し、今年度は相談件数が増加しています。 

◆11 月 27 件  ◆12 月 31 件  ◆1月 1５件(19 日現在)  29 年度累計 2８１件／昨年同時期 194 件 

 

1 月 7 日（日・祝）、音更町文化センターで行われた 

成人式で消費生活センターの啓発資料を配布しました。 

 

 

 

 

 

 

① 富丘老人クラブ ② 共栄盛老人クラブ ③ 大谷短大・消費者被害予防教室 

④ JA おとふけ女性部 ⑤ ⑥大谷短大・地域教養学科 ⑦ 木野農協女性部 
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日時：２月９日金曜日 

 

平成３０年度音更町消費者協会通常総会のお知らせ 

日時：４月２６日木曜日 １０時～  （終了後、懇親会を行います） 

詳細は次号でお知らせします。多くの方のご参加をお願いいたします。 

そば打ち体験講習会（事務局） 

時間：１０時～１２時３０分 

場所：共栄コミセン調理室・大集会室 

＊エプロン・三角巾を持参して下さい 

 申込み締切：２月３日（土） 

 事務所までお申し込み下さい 

   （☎67－5541） 

第 61回くらしのサロン（啓発部） 

時間：１３時～１４時３０分 

場所：共栄コミセン大集会室 

内容：だましとマジック 

    ～マジックで人生楽しく～ 

講師：坂本ビル株式会社代表取締役社長  

    観光カリスマ  坂本 和昭 氏 

＊申込み不要＊ 

平成３０年新年会 

日時：１月２４日水曜日 １８時～ 

場所：山の猿 音更店 

  （ぴあざフクハラ音更店内） 

会費：３，５００円程度 

申込み最終締切 ２２日まで！ 

たくさんのご参加お待ちしています 

（☎67－5541） 

第３回リーダー研修講座 

日時：２月２３日（金）１０：００～１５：００ 

場所：北海道立消費生活センター（札幌市） 

講座内容： 

１．「安全で楽しい旅行にするために 

          －旅行トラブルとその対応－」 

  講師：（一社）全国旅行業協会 松本 和英 氏 

２．「暮らしの設計講習会 

     －生命保険の基礎知識とトラブル事例－」 

  講師：（公財）生命保険文化センター 

 ＊参加ご希望の方は２月３日までに事務局まで 

（☎67－5541） 

昨年高齢者の仲間入りを

しました。同世代の目線を

活かし『老々相談』で高齢

者の消費者被害の撲滅を

目指したいと思います。

消費生活相談員資格試験に田原相談員と豊島事務局次長が合格！ 

おめでとうございます！ 

資格が取れたのは嬉しい

ですが、やっと入り口に立

てたに過ぎません。 

早く一人前の相談員にな

れるよう頑張ります。（田


