
 

平成２９年度 実施事業の概要 

 

１ 消費者行政関係 

（１） 消費生活審議会 

開催日 平成２９年９月２８日（木） 

平成２８年度実施事業、相談受付状況、平成２９年度実施予定事業等

について説明し、意見交換を行った。 

（２） 関係各所との連携 

① 庁内連携 

多重債務連絡会議 職員研修会（職員２３名参加） 
開催日 平成３０年２月１３日（火） 
内 容 多重債務問題について 

法テラスの制度について 
講 師 法テラス鳥取 弁護士 松本 邦剛さん 

事務局長 長谷川 祥さん 
② 公民館・地区社会福祉協議会 

消費生活情報をメール配信し、公民館報等への掲載依頼 

特殊詐欺等注意喚起情報の提供、啓発講座やイベントの周知 

③ 地域包括支援センター 

特殊詐欺等注意喚起情報の提供、啓発講座やイベントの周知 

④ 県消費生活センター 

相談事案や注意喚起情報の相互提供 

警告メッセージ発信機能付き通話録音装置の設置 

⑤ 警察   

悪質商法・詐欺的商法などの情報提供や協力依頼 

連携して作成した「悪質な訪問業者お断り」ステッカーの配布 

⑥ 島根大学大学院法務研究科（山陰法科大学院） 

消費生活セミナーの実施協力 

⑦ 日本司法支援センター鳥取地方事務所（法テラス鳥取） 

無料法律相談会の実施協力 

⑧ 事業者 

店内におけるＰＲチラシ、啓発パンフレットの設置協力 

⑨ 消費者団体 

イベントへの協力依頼、講師派遣 

⑩ 教育委員会 

・中学３年生にキャリーファイル「ルールを守って安全に使おう！」を配布 

 （卒業時 1,200 部） 

・新成人へ冊子「これってアヤシクない？若者のための消費者トラブル回避 

マニュアル」を配布（成人式時 1,400 部） 

２ 主体性のある消費者の育成 
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（１）消費者教育・講座 

  ① 出前講座等 

日時 団体名等 内   容 人数

4/21 ときわ学園 
消費者トラブルにあわないた

めに 
53 

4/22 
いきいきサロン「しもぐち

会」 

特殊詐欺被害防止について 
26 

5/24 夜見２区自治会 
消費者トラブルにあわないた

めに 
14 

5/25 
道笑町３丁目いきいきサロ

ン 

悪質商法の現状と対処につい

て 
17 

6/16 福生東８区いきいきサロン 
特殊詐欺の現状と対処につい

て 
14 

7/18 夜見３区にこにこサロン 
高齢者の特殊詐欺被害防止の

ポイントについて 
17 

7/21 
福生東１１区サロンやすら

ぎ会 

特殊詐欺被害防止について 
 4 

8/10 旗二・生き生きサロン 
高齢者の陥りやすい消費トラ

ブル・事故について 
19 

9/11 福市１０区やよい会 
消費者特殊詐欺にあわないた

めの極意について 
17 

9/14 彦名ふれあい大学 詐欺の手口と対処について 42 

9/15 
福生１３区ふれあい・いき

いきサロン「すまいる」 

高齢者の消費者被害の現状と

対処法 
14 

9/21 下郷よらいやサロン 
特殊詐欺の発生状況や防止策

について 
10 

10/12 イキイキサロン木曜会 特殊詐欺の被害防止について 16 

11/ 2 イキイキサロンおださんち 
悪質商法の現状と対処につい

て 
15 

11/20 
福米校区老人クラブ代表者

会議 

消費者詐欺等被害防止につい

て 
23 

11/25 博労町自治会連絡会議 
悪質商法と特殊詐欺の状況と

対処法について 
 25 

11/27 いずみの苑 
健康食品訪問販売等（悪質商

法）の現状とその対処法 
40 

12/13 すまいるサロン 
高齢者の陥りやすいトラブ

ル・事故について 
 25 

2/ 4 福市９区自治会 消費者詐欺の防止について 34 

2/ 8 公民館事務連絡会 
特殊詐欺、悪質商法等被害防止

について（情報提供） 
 30 

3/ 7 
地域包括支援センター代表

者連絡会 

特殊詐欺、悪質商法等被害防止

について（情報提供） 
21 

3/ 9 
民生児童委員協議会地区会

長会議 

特殊詐欺、悪質商法等被害防止

について（情報提供） 
25 

 3/13 大高校区自治会連絡会議 特殊詐欺被害防止について 14 



 

3/15 角３支え愛ほっとガーデン 特殊詐欺被害防止について 30 

3/29 社会福祉協議会評議員会 
特殊詐欺、悪質商法等被害防止

について（情報提供） 
58 

計 延べ２５回 開催 参加者 合計 603

② 消費生活セミナー 

（第１回） 

開催日 平成２９年９月２５日（月） 

    場 所 米子市文化ホール 

    テーマ ガッテン流！「長生きするためには○○食べよう！」 

    講 師 北折 一さん（元ＮＨＫ化学・環境番組専任ディレクター） 
    参加者 ３０９名 

  （第２回） 

開催日 平成２９年１１月１２日（日） 

    場 所 米子市立図書館 

    テーマ 「商品・住宅の欠陥と法的救済」～賢い消費者になるために～ 

    講 師 野村 泰弘さん（島根大学大学院法務研究科 教授）  

    参加者 ２９名 

◎無料法律相談 

    相談対応者 法テラス鳥取 弁護士 豊島 麻耶さん 

                 弁護士 百毛 公平さん     

    相談件数  ３件  

  （第３回） 

    開催日 平成２９年１１月２３日（木・祝） 

    場 所 米子市公会堂大ホール 

    テーマ 「時代を読み解く」～正しい判断は、正しい情報から～ 

    講 師 辛坊 治郎さん（（株）大阪総合研究所代表・キャスター） 

    参加者 ６７１名 

③ 貸し出し用消費者教育ＤＶＤ・図書の設置 

ＤＶＤ設置場所：市民相談課 

図書設置場所：米子市立図書館消費者情報コーナー 

（２）情報提供 

  ①「ふれあい健康フェスティバル」出展 

    開催日 平成２９年１０月１４日（土）・１５日（日） 

    場 所 ふれあいの里 

    内 容 啓発パネル展示、パンフレット設置 

  ② 啓発用掲示板・パンフレットスタンドの配置（常設） 

    掲示板設置場所    市役所１階 

パンフレットスタンド 市役所１階、淀江支所、ふれあいの里３階 

③ 各種媒体を利用した注意喚起情報の発信 

    市広報誌、市ホームページ、山陰放送、ダラズＦＭ、庁内動画広告 



  

➃ 消費生活啓発冊子の配布 

    関係機関へ冊子「くらしの豆知識 2018」を配布(以下主な配布先) 

     地域包括支援センター・社会福祉協議会（9）・保育施設（54）・幼稚園（8）・

小中学校（70）・公民館（58）・図書館・隣保館・児童福祉施設（20）・庁内

各課(67) 

３ 消費生活相談室の運営 

相談者からの複雑かつ多様化する消費生活相談において、冷静かつ丁寧な対応を

心掛けるとともに、研修等を通じて相談員個々のスキルアップを図り、関係各機関

等と連携し、適切、的確な助言を行う等被害救済に努めた。 

（１）国民生活センター PIO－NET（全国消費生活情報ネットワークシステム） 

PIO－NET 端末により、消費生活相談情報を全国ネットワークシステムで検索し

た情報等を相談業務に積極的に活用した。 

（２）消費生活相談室機能整備 

   資料用図書の購入活用（法律関係図書など） 

（３）弁護士専門法律相談の実施 

消費生活相談において、弁護士と契約し、高度かつ専門的見解が求められる事

案の対応について、随時法律相談を行い、解決を図った。（相談実績１件） 

（４）相談員研修等（主なもの） 

消費生活相談員研修・専門・事例講座（相模原市、大阪市、松江市）４名延べ

１２回 

行政職員研修講座（相模原市、徳島市）４名延べ４回 

                                  など 

（５）消費生活相談室周知について 

   ・市役所本庁舎１階各所にポスター掲示、ＰＲチラシ設置 

   ・各種相談担当課窓口、淀江支所、図書館、ふれあいの里、行政窓口サービス 

    センター、かぷりあ、各公民館にＰＲチラシを設置 

   ・相談室の情報を市広報誌・ホームページ・ごみ分別収集カレンダー等へ掲載 

・庁内動画広告によるＰＲ 

・ＰＲグッズの作成配布（セミナー、ふれあい説明会等） 

ポケットティッシュ、クリアファイル、マグネット、エコバッグ など 

 

  



 
 

第１回 米子市消費生活セミナー 講師 北折 一さん 

      元ＮＨＫ化学・環境番組専任ディレクター （９/2５開催） 

 

   

 

   



第２回 米子市消費生活セミナー 講師 野村泰弘さん 

      島根大学大学院法務研究科 教授 （１１/１２開催） 
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