平成２６年度 事業報告
１．重点目標
(１) 悪質商法や振り込め詐欺など、消費者被害の未然防止につとめよう。
(２) 省資源、省エネ、節電につとめ、地球温暖化対策の推進に全力で取り組もう。
(３) 若年者への食育、消費者教育を推進。大切なことを正しく伝えていこう。
２．会 議
(１) 総 会

５月２９日 福祉交流センター

平成２５年度事業報告

大会議室

・収支決算報告

平成２６年度事業計画（案） ・収支予算（案）
講演 これからの消費者団体への期待
講師 森 雅代 氏
(２)

理事会

１２回開催

４月４日

5 月９日

６月６日

１１月７日

１２月５日

１月９日

くらしのセンター（２Ｆ作業室）
７月１１日
２月６日

８月１日

９月５日

１０月３日

３月６日 （第 1 金曜日 13：30～、４月、３月、９：30）

３．省包装運動事業
６月１６日～７月１５日

市内小売、量販１１１店舗のトレー包装実態調査を実施。

トレー調査に併せトレー以外の容器包装、リサイクルボックス設置状況など環境度調査。地場産
品、フェアトレード商品についても調査を実施。ドラッグストアについても実施した。
（３月報
告書作成配布、
）その他、各地域でマイバッグ持参、環境にやさしい買い物啓発（年間）
４．消費者問題調査研究事業
(１) 研修会、学習会
６月 21 日、22 日 視察研修、交流会 「食育フェスタ 2014」長野市
８月 学習会「フェアトレードについて考えてみよう」講師：下澤嶽 氏
９月 学習会「食品表示について」関東農政局職員
１１月１１日 視察研修 HACCP（ハセップ）クノール食品
１１月２０日 消費者教育講座その１「和食のすすめ」
講師：静岡文化芸術大学 学長 熊倉功夫氏
１１月２１日 やらまいか米の試食会、生産者との交流会

県総合庁舎

３月６日防災セミナー「災害に備えて自分の命は自分で守る」「ＨＵＧ」模擬体験ゲーム
３月１０日消費者教育講座その２「楽しく学ぼう、すぐに役立つ食の知恵」講師：池谷美枝子 氏
（２）調査活動

河川の水質調査や酸性雨、大気のＮＯ２調査などの実施

５月～8 月 水生生物による水の汚れ調査（はままつ５回、浜北１回、）
年２回
年1回

大気汚染二酸化窒素（ＮＯ２）調査 浜松市内
４２ヵ所 ８月、１２月
浜北･天竜区内２５ヵ所 ８月、１２月
水道水の硝酸性窒素調査（浜北）

年間

酸性雨調査浜松全域で調査実施 (全体)
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（３）各種啓発活動
① 出前講座
細島老人会 4/4

社協天竜地区 4/23・5/27・6/4・7/29・8/11

湖東荘 5/20・21・22・23・24・30

一区いちょうの会 5/28

可美荘 4/22・23・24・25・26

浜北ＪＡまきの里 6/4・12/3

有玉欠下本村自治会 6/25

江之島荘 7/8・9・10・11・12

いなさ愛光園 7/15

松小池ふれあいサロン 8/25

貴布祢５区町内会 10/5

竜山郵便局 10/24・12/2

地域包括センターあんま 10/26・12/20
まちづくりネットワークＷＩＬＬ

くらしのセミナー11/6

天竜協働センター12/16・19

慈恵会 11/27
入野協働センター1/23

② 環境学習（Ｅスィッチ: 筆立て・はがき等リサイクル工作、ごみ、買い物、食材）
奥山小 5/16

犬居小 6/9

下阿多古小 6/26
赤門幼 8/27

東小 7/1

浅間小 10/1

江西保 10/21
新原幼 12/8

雄踏幼 1/15・16

気田小 6/12

伊佐見幼 7/7

瞳が丘保 8/28

和田東小 10/16
舞阪幼 12/5

志都呂幼 6/10

白脇協働センター7/29

鹿島保 10/8

葵西小 10/23

権現谷保 12/10

中川幼 2/9

龍禅寺小 7/9

伎倍小 6/19
芳川幼 10/8

西気賀小 10/23
中ノ町幼 12/11

遊歩の丘保 11/28
浜北中央幼 1/15

鴨江小 2/20

③ 他、啓発講座の実施
（中瀬協働センター）こどもいきいき講座、親子でエコクッキング
（エコハウス）小学生親子エコクッキング、紙芝居 7/28

スイーツ作り 6/7

ハガキ作り 8/7

（エコはま講座等）もったいない市（６回）4/13・5/11・6/8・9/14・10/12・11/9
おもちゃ・図書清掃活動（年間）
エコ講座指導：布ぞうり、和洋服のリメイク、まこもリース、苔玉、他（月２~３回）
④市内イベント等における啓発活動
５月１1 日 消費者ひろば参加パネル展示、販売、交流、体験（磐田市アミューズ豊田）
５月１3 日、１２月９日 消費者被害防止啓発キャンペーン（市内各所）
８月２日 浜松Ｅスイッチフェスタ はがき作り体験コーナー（イオン市野）
１１月２日 市場まつり

米おにぎり試食提供 （浜松中央卸売市場）

１０月３１日～１１月３日 ガス展にてパネル展示、パクパク人形体験、荷紐花実演（サーラ）
１月１８日 はままつ消費者教育フェア 2015 パネル展示、かるた （アクトコングレスセンター）
（４）啓発紙の発行
はままつの消費者 （年２回発行：5 月 1000 部、10 月 1000 部） 〔全体〕
あしたのくらし浜北（年２回：５月 500 部、12 月 500 部）店頭配布 〔浜北〕
（５）各グループの事業
◇消費者グループはままつ
・学習会「薬膳について、薬膳料理調理実習」 講師：鳳凰料理長岡部悟氏（７月）
・消費者啓発展示

きたっこフェアに参加（みをつくし文化センター）（１１月）

・視察研修 魚秀蒲鉾工場とカクキュウ八丁味噌工場見学（３月）
・親睦会 いちご狩りフラワーパーク近くのハウスにて（３月）
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◇消費者グループ連絡会浜北
・第８回ストップ温暖化 くらしのアイデアフェア in 浜北（小中学生ポスター標語表彰１１月）
・くらしの健康カレンダー２０１５作成配布 1000 部 (学習、調査結果まとめ)
・学習会「有機農法を家庭菜園に活かす」中道 達哉氏（４月）
・学習会「和食、つぶ食研修と調理実習」水窪 石本静子氏（6 月)
・学習会「日本の伝統食和食と調理実習」池谷美枝子氏（8 月)
・森の感謝祭にて、自然に親しむ体験、エココーナー（県緑化推進協会）担当実施（１０月)
・ふれあい広場参加、不用品バザー及び啓発活動を実施（１１月）
・研修会 農+農場見学甘玉キャベツ

竹料理淡竹屋（１２月）

◇天竜消費生活研究会
・ハム＆ベーコン作りとネオニコチノイド系農薬の学習会（１２月）
・公民館まつり参加、啓発パネル展示、チラシ配布 光明地区（２月）二俣地区（３月）
・グリーン購入商品の紹介

うれしいトレペ、紙ひも、国産大豆豆腐、有機栽培農産物

◇消費者グループ雄踏
・体験学習会（味噌加工教室）町民参加

・布ぞうり作り指導（エコはま月１回）

・ゴキブリ団子作り （５月）

・浜名湖クリーン作戦参加（６月）

・社会福祉ふれあい広場参加、消費者啓発活動を実施（１１月）
◇佐久間町消費者グループ
・消費者の集い（４月）
・さくまふれあい広場にてアクリルタワシ体験、布ぞうり、消費者啓発活動を実施（９月）
・フェスタ佐久間にてアンケートと啓発チラシ配布（１１月）

・そばまつり（１月）

・女性の集い ドーナツ、メロンパンの販売、詐欺啓発チラシ配布（３月）
（６）その他（静岡県、県消費者団体連盟、浜松市、各種団体等事業協力）
５月２３日 静岡県消費者団体連盟 総会、静岡県消費者月間県民のつどい（あざれあ）
７月 ４日 県消費者団体連盟研修会…「伝えるパネルの作り方」氏（あざれあ）
９月１０日 ホテル業者との懇談会 （西部支部 ・ホテルクラウンパレス浜松）
１０月２２日 県消費者団体連盟学習会「介護施設の選び方」外岡潤氏
「福島の現状と福島県消団連の活動」田崎由子氏（あざれあ）
１０月２４日 省エネ講座「地球温暖化と未来の気象・これからどうなる」岩谷忠幸氏
２月１７日 消費者教育推進中部フォーラム （グランシップ）
２月１９日 県消費者団体連盟消費者フォーラム（あざれあ）
２月２４日 消費者力向上講座「子どもたちをＩＴトラブルから守る」廣重美希氏
２月２７日 消費者力向上講座「高齢者を狙う悪質商法」西田公昭氏
・ウェルカメクリーン作戦（５月遠州灘海岸）
・野菜の品評会審査（浜松青果、浜印）
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５．消費生活展事業
８月３日〈消費生活啓発展〉パネル展示、試食、牛乳パック手すきはがき、パクパク人形
（浜名湖ガーデンパーク体験学習館）
９月７日〈消費生活啓発展〉パネル展示、荷紐花実演、牛乳パックパクパク人形
（可美公園まつり、可美公園総合センター）
１０月１８日、１０月１９日

浜松市消費生活展 クリエート浜松にて実施

「フェアトレード商品、見て 知って 考えて」
・雑紙、アルミ缶回収：生ごみ水切り器
・６団体調査研究活動紹介パネル展示 ・クイズ ・物品販売
・体験コーナー：

荷ヒモでストラップ・マイバッグ、パクパクパタパタ人形づくり

・地域特産物、布ぞうり販売
参加協力：農林水産省関東農政局浜松地域センター・浜松市産業部産業総務課計量検査所
・健康増進課・中部ガス株式会社・行政相談委員（行政評価事務所）
・静岡県クリーニング協会西部支部
特別参加：静岡大学消費生活研究サークル
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