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新年度にむけて
会長 村上 早苗

3年間に及ぶ新型コロナ禍の収束状況が見えない中で令和4

年度が始まりました。

各人各様が熟慮し工夫を重ねて、コロナ禍以前の生活とは

少々異なりますが、少しずつ活動を開始されていると思います。

この度の総会議案書にも掲載しましたが、帯広消費者協会も

各種事業を開催するに当たり、人数制限や事業内容の見直し

等を図りながら実施しました。今年度も例年同様の事業計画を

立てましたので、皆様の参加をお願い致します。

さて、今年2月のロシアによる突然のウクライナ侵攻と、その後連日行われている戦闘や

ウクライナ国民への無差別攻撃は未だ終結の気配も見せず、とうとう100日あまりが経ちま

した。各種の報道内容は、我々に平和の意味と命の大切さを考えさせ、経済も環境も人も

世界中が繋がっていることを強く知らしめられています。ロシアのウクライナ侵攻に伴う対露

経済制裁による原油価格高騰は、世界経済の大きなリスク要因となり、世界的なインフレ

が起き、日本でも3、4月からは、食品や生活全般経費の値上げが続いています。また、コ

ロナ禍による「巣ごもり消費」に伴う非接触・非対面志向での消費生活への変化は消費者

にとって、選択の幅の広がりと利便性の向上にはなりますが、その分個人の責任が大きく

なります。他人任せにしないで、自分自身が必要な情報を得ることが大切です。

日々生活の中で耳新しい言葉やカタカナ表示の文字が増えていますが、内容を知って

いますか。ＳＤＧｓ(持続可能な開発目的）、ゲノム編集食品、オンライン、キャッシュレス決

済、ゼロカーボン、そしてマイナンバー制度等、以上の言葉は生活に直結しています。今

一度、関心と内容に注意をしましょう。

○ 5月31日に開催された一般社団法人北海道消費者協会

の定時総会において、任期満了に 伴う役員改選が行われ、当

協会の村上早苗会長が北海道消費者協会の副会長に新任

されました。
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　第45回　「十勝消費者大会」開催案内

日 時 ： 令和４年７月２９日（金） １０：００～１３：００ （解散は15:30）

場 所 ： 中札内文化創造センター ハーモニーホール(中札内村東4条南6丁目1-3）

参加料 ： １，０００円(お弁当代等)

申 込 ： 帯広消費者協会 （6/24締切） ※ 保険加入のため年齢確認をします。

TEL 0155-22-7161 FAX 0155-66-5965

※ 貸し切りバスでの移動となります。

※ 集合 帯広百年記念館 出発 ８：４５(時間厳守)

※ 解散 １５：３０予定 (大会終了後、昼食をとってからの解散となります）

※ マイバッグをご持参ください。

令和4年度 定時総会報告

５月２６日（木）とかちプラザ２階・視聴覚室において、令和

４年度定時総会が開催され、新型コロナウイルス感染防止

策を取りながらの３年ぶりの通常開催となった会議に、委任

状等提出者167名を含む203名が出席しました。

会議の冒頭、村上会長より「２年間コロナに振り回された

日々が続いており、まだまだ収束はしていないが、少しずつ

でも前へ進み活動しなければならない。ウクライナ侵攻に伴

う諸物価の値上がりなど、私たちの生活は厳しい状況にある

が、手探りになるかもしれないが消費生活に目を向けた活動

をしたい。」と挨拶がありました。

続いて、来賓の十勝総合振興局保健環境部環境生活課長 梅谷一郎様、帯広市経済部商業労働室商

業労働課長 鳥本貴敬様からご挨拶をいただき、議事に入りました。

議事は、栗山茂議長により進められ、事務局より令和3年度事業報告及び収支決算報告と、すでに理事

会で決定を受けた令和4年度事業計画書及び収支予算書について説明がありました。

令和3年度事業報告及び収支決算が承認された後、令和4年度事業計画では、コロナ禍による非接触型

の、オンライン取引やキャッシュレス決済の広がりに伴い、消費者トラブルの増加が見込まれ、また、4月か

ら施行された成年年齢の引き下げにより、若者の消費者被害も懸念される中、安全で安心な消費生活の

確保を目指し、４年度においても「食の安全・安心と地産地消の推進」、「消費者力と地域力の向上」、「環

境保全への対応」、「魅力あふれる協会づくり」の４つの重点項目を柱に事業を進めていく旨の説明があり

ました。

大会テーマ 「地球環境に配慮した消費生活と、安心安全な食生活を守ろう」

● 講演会 演題 「感染症の調査中に食した世界のごはん」

～食の安全・安心について感じたこと～

講師 井上 昇 氏 【帯広畜産大学学長補佐・博士(獣医学)・獣医師】

● アトラクション 演目 石見神楽 （元更別大国神社石見神楽保存会）
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灯油（１㍑当たり）５店 ガソリン(１㍑当たり)12店

最低 最高 平均 最低 最高 平均

163.00

164.58

168.00

4,833.13

174.00

159.00

最高 最高

8,855.00

平均 最低

5,335.00

158.00

8,855.00前　月 1,831.23 2,511.00 2,243.08 5,335.00 5,070.04 8,001.84

今　月 1,837.83 2,530.00 2,251.61

4,800.13 8,378.95

5,112.71 8,067.84 8,464.28

今　月 111.00 125.40 119.44 今　月

前　月

１０㎥当たり

プロパンガス（メーター買い）３店

118.00 125.40 120.84 前　月

平均

１㎥当たり ５㎥当たり

最低 最高 平均 最低

購入日

令和4年5月中旬～

令和4年6月3日まで
単位：円（小数点以下銭）

令和4年度の「みそづくり講習会」を去る4月2日(土)、

8日(金)の２回、とかちプラザ調理室で開催しました。

今年度もグリーンファーム農事組合の佐藤淑子氏に講師

をお願いし、会員16名を含む40名が、防腐剤を使用しな

い地場産品を使った手作りのみそづくりを学習しました。

参加者からは「自分で作ることが出来るようになること

を目的とした講習会はありがたい」「防腐剤や着色料等々、

自然ではないものが沢山使用されていない、自然の食材を

出来上がったみそは、

6カ月後に食べられます。

使って自分の手で作った物は貴重。そのようなことに沢山チャレンジしたい」「会場も交通手段が

あって便利で良いし、作る量も持ち帰れる重さで良いと思います」「みそづくりのノウハウを知れ

て良かった」「楽しかった」等の感想をいただきました。6か月後の出来上がりが楽しみですね。

令和4年度事業(予定)カレンダーを同封しました。

令和4年度の事業予定をお知らせします。行事内容、日程等に

ついては変更や中止になることがあります。その際には協会だよ

り「ささやき」等に掲載いたします。何とぞご承知おき下さい。

- 3 -
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帯広市役所１階市民ホールにて、5月24日から27日の期

間、「消費生活パネル展」を開催しました。

2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことに

よる契約トラブルの事例や、トラブルに遭わないためのポイ

ントを掲げた若者向けの注意喚起をはじめ、「定期購入」

「通信契約」「詐欺サイト」等、多く見られる消費者トラブ

ルの事例や国民生活センター発行「見守り新鮮情報」のポス

ター展示を行い注意を呼びかけました。

令和4年度 無料弁護士相談会のお知らせ

日 時： ① 令和4年 ７月１５日（金） ※ 各日13:30～15:00

② 令和4年 ８月１９日（金） 事前予約が必要です。

③ 令和4年 ９月１６日（金）

④ 令和4年１０月２１日（金）

⑤ 令和4年１１月１８日（金）

⑥ 令和4年１２月１６日（金）

⑦ 令和5年 ２月１７日（金）

場 所： 帯広市消費生活アドバイスセンター第3相談室

人 数： 各日３名（帯広市民の方が対象となります）一人30分

申 込： 帯広市消費生活アドバイスセンター TEL22-8393（10時～17時）

消費者月間統一テーマ

「 考えよう！大人になるとできること、気を付けること～18歳から大人に～ 」

移動「消費生活パネル展」

令
和
4
年
度

帯広市消費生活アドバイスセ

ンター展示室では、令和4年5

月～6月の期間、消費者月間の

テーマと同じく「18歳成人」

に関する企画展示を開催中です。

帯広市役所市民ホールで見逃し

てしまった方もこの機会にぜひ

お立ち寄りください。

アドバイスセンター展示室 ＜第1回企画展示＞
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令和4年度の動く講座を、「環境保全」と「食の安全・安心と地産地消」をテーマに、下記日程に

て開催します。会員の皆様の参加をお待ちしております。

＊＊＊ 令和４年度 「動く講座」 ご案内 ＊＊＊

● バイオガスプラントとは

バイオガスプラントは家畜ふん尿や生ゴミといった再生可能エネルギーの一つであるバ

イオマスを嫌気性の微生物が分解することで発生するバイオガスを製造・収集する施設で

す。バイオガスはメタン60％、二酸化炭素40％と水分、わずかな硫化水素を含んでいま

す。バイオガスは燃料として利用し、電気や温水、蒸気などの熱エネルギーを施設内で使

用する他に、余剰分の電力は売電しています。（鹿追町HPより）

● ジオパークとは
ジオパークとは、ジオ（Geo：地球・大地）とパーク（Park：公園）を組み合わせた言葉で、身の回り

の風景をただ見るだけでなく、その成り立ちや仕組みを知って、ジオ（地球）を学び楽しむことので

きる場所です。

現在日本には４３地域が日本ジオパークに認定されていて、その内９地域がユネスコ世界ジオ

パークにも認定されています。

※ 見どころ 風穴・ナキウサギ・然別湖等

ビジターセンターでは川の働きを観察できる実験装置や鹿追町の立体模型に

投影するプロジェクションマッピングなどが楽しめます。

とかち鹿追ジオパークHPより

旅 程

【視察先】

① 環境保全センターバイオガスプラント(鹿追町)

② 瓜幕バイオガスプラント

③ とかち鹿追ジオパーク・ビジターセンター

④ 千畳崩れ(然別風穴地帯)

⑤ 道の駅おとふけ

【参加費】 １，５００円 (昼食代、資料代等）

【定 員】 ２０名 ※ 6/30(木) 申込締切

【申込先】 帯広消費者協会 TEL(0155）22-7161

令和４年

７月７日（木）

９：００～１５：５０

<鹿追町環境保全センター>

8:50 帯広百年記念館　集合

9:00 帯広百年記念館　出発

9:45 ～ 10:45

11:05 ～ 11:10 瓜幕バイオガスプラント

鹿追町環境保全センターバイオガスプラント

12:30 昼食・鹿追市街

12:50 ～ とかち鹿追ジオパーク・センター13:35

11:30 ～

14:55 ～ 15:25 道の駅おとふけ

13:50 ～ 14:05 千畳崩れ(然別風穴地帯)

15:50 帯広百年記念館　到着・解散
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令和４年度 相談件数 　協賛団体のご紹介（令和4年5月現在）

帯広市消費生活アドバイスセンター

室談相 (0155)22-8393

当協会の目的と活動にご協賛いただいている協賛団体の方々です。

● 来海有起税理士事務所

● 帯広地方卸売市場株式会社

● 株式会社ズコーシャ

● 株式会社帯広ジャパン

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋株式会社

● 株式会社オカモトホールディングス

● 株式会社まるよし

令和4年度 累計件数

(4月～5月)

190件

4月

101件

突然、固定電話に知らない人から電話がかかってきた。
話しているうちに、住所、氏名を伝えてしまった！

Ｑ. 自宅の電話に知らない番号から電話がかかってくることが度々ある。

新聞などで詐欺の予兆だと言う報道があるので出ないようにしているが、たまたま出

てしまった。

話をしているうちに、何か送ると言われたが何のことかわからない。

Ａ. ご相談の方は、自宅の電話に相手の電話番号が表示されるので、知らない人からの

電話は受けないようにしているとのことでした。

「何か」はまだ届いておらず、相手先がわからないため様子を見るしかありません。

知らない人からの電話は、事業者からの勧誘電話が多いようです。

例えば、「電話代が今より安くなる」、「健康食品を使ってみないか」、「火災保険

を使って住宅の修理をすることができるのでお手伝いする」など興味深い内容です。

勧誘事業者は消費者が聞きなれない言葉を使ったり、早口で様々な情報の説明を次

から次へとし、消費者には理解しにくいことがあります。

電話に出て話を聞いただけなのに契約になっていたと言うご相談もあり、注意が必要

です。書面がまだ届いていない場合、相手の会社名や電話番号をメモしてあると、ご

相談頂いた時に契約先を特定することが可能な場合があるので役立ちます。

5月

89件

住所

氏名

また、住所・氏名などの個人情報を搾取し

ようとすることが目的の場合もあるので注意

が必要です。安易に個人情報を伝えないこと

が大切です。

不要な契約をしたと思ったときは、早めに

帯広市消費生活アドバイスセンターにご相談

ください。
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