
（様式２）

議題名：

問合せ先

担当部署

担当者名

ＴＥＬ 866-8416 ＦＡＸ 864-1933

戸塚区役所地域振興課

武田、弘光

地域振興課

【内容】

【例年あげている議題か？】

【会議に参加している地区連長が、各地区の単会会長に何を伝えればいいのか？】
【各単会の会長に何を依頼したいのか？】（具体的に記入してください。）

【その他、注意することなど】

　横浜市消費生活推進員は、各自治会町内会の方々をはじめとする皆様の御協力のもと
で、地域における「安全で快適な消費生活の推進」のため、活動していただいておりますが、
令和３・４年度委嘱の方々の任期が令和５年３月31日をもって満了となります。
　つきましては、引き続き令和５・６年度の横浜市消費生活推進員事業を実施いたしますの
で、自治会町内会からの消費生活推進員候補者への推薦に御協力くださいますようお願い
いたします。

・任期　令和５年４月から令和７年３月までの２年（再任は２回を上限とするが、以下の要件に
より必要と認める場合は、３回以上再任されることができる。　(1) 後任者が不在である場合
(2) 消費生活推進員活動の運営上、再任が適切である場合）
・募集対象者　令和５年４月１日現在、18歳以上で、「市民の安全で快適な消費生活の推進」
に熱意のある方。

　２年ごとにお願いしているもので、前回は令和２年11月区連会にてお願いしました。

　各自治会町内会から１名を目安に「令和５・６年度横浜市消費生活推進員候補者推薦書」
を令和５年２月24日（金）までに地域振興課に御提出ください。

資料№８　　

令和５・６年度横浜市消費生活推進員の推薦について

戸塚区連合町内会自治会連絡会11月定例会

議　題　説　明　書



 
 

経 消 第 660 号   
          令和４年 11 月１日 

                
 
自治会町内会会長 各位 

 
 

横 浜 市 長  
 
 

令和５・６年度横浜市消費生活推進員の推薦について（依頼） 
 
 

 日頃から、横浜市政の推進に御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
 さて、横浜市消費生活推進員は、各自治会町内会長の方々をはじめとする皆様の御協力

のもとで、地域における「安全で快適な消費生活の推進」のため、活動していただいてお

りますが、令和３･４年度委嘱の方々の任期が令和５年３月 31日をもって満了となります。 
 つきましては、令和５・６年度も引き続き、横浜市消費生活推進員活動事業を実施いた

しますので、御多忙のところ恐縮ですが、貴会からの消費生活推進員への推薦につきまし

て、格別の御支援、御協力をいただきますよう、御依頼申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当  経済局消費経済課 本田、長岡、谷藤 
電話  ６７１－２５８４ 

        ＦＡＸ ６６４－９５３３ 

 



横浜市消費生活推進員 推薦の流れ 
 

時期 ご依頼事項 

11月 

下旬 
連合会町内会 

＊各自治会町内会長に説明及び候補者推薦書の配布をお願

いいたします。 

12月 

～ 

2月 24日 

①自治会町内会 

候補者の選出 

⇒ 候補者の事情等にご配慮いただき選出をお願いします。 

(２人以上の場合は用紙を区役所地域振興課に請求願います) 

＊候補者推薦書に自治会町内会名、会長名の記入してください 

②候補者 候補者が候補者推薦書の必要事項を記入 

③自治会町内会 

候補者推薦書を区役所地域振興課に提出 

締切：令和５年２月 24 日(金)まで 

＊自治会町内会の役員改選時期などの関係から募集期間内

に推薦が困難な場合は、地域振興課へご相談下さい 

 

３月 

下旬～ 
区地域振興課 とりまとめ、委嘱式等の通知 

４月 区地域振興課 委嘱状の交付 

 
提出・お問合せ先 

戸塚区 地域振興課 地域活動係 担当者 武田、弘光 

住 所：戸塚区戸塚町 16-17 

電 話：045-866－8416  

FAX ：045-864-1933 

E-mail: ik00-hiromitsu@city.yokohama.jp 

 

 

©YUKI ISHII 



 
 

令和５・６年度横浜市消費生活推進員募集要領 
 

 

１  趣  旨 

横浜市では、消費者の主体的活動を促進し、市民の安全で快適な消費生活の推進を図る 

 ことを目的として、横浜市消費生活推進員を募集します。（事業開始年度：昭和56年度） 

  
 〔消費生活推進員の位置づけ〕 

 
２  活    動   

横浜市消費生活推進員は、次の活動を行います。 

(1)  地区活動 

原則としてお住まいの連合町内会の範囲を地区と定め活動範囲とし、地区内の消費生 

活推進員全員で団体を形成し、団体として以下のような活動をします。 
 

 

(2) その他の活動 

ア 推進員相互の情報交換等 

イ 研修への参加 

ウ 市が行う消費者行政に対する協力 
      
 

３  募集対象者 

  令和５年４月１日現在、18歳以上で 「市民の安全で快適な消費生活の推進」に熱意の 

  ある方。  

 
【横浜市消費生活条例：抜粋】 
  第16条 市長は、市民の安全で快適な消費生活の推進に熱意と識見を有する者のうちから、 

消費生活推進員を委嘱することができる。 
  ２  消費生活推進員は、消費生活に関する知識の普及及び消費者の自主的な活動を推進する 

とともに、市が実施する消費生活に関する施策への協力その他の活動を行う。 
【横浜市消費生活条例施行規則：抜粋】 
  第７条 消費生活推進員の任期は、２年とする。 

２ 消費生活推進員は、再任されることができる。 
【横浜市消費生活推進員要綱：抜粋】 

第５条 

３ 消費生活推進員の再任は、２回を上限とする。 
ただし、以下の要件により市長が必要と認める場合は、３回以上再任されることができる。 

   (1) 後任者が不在である場合    

   (2) 消費生活推進員活動の運営上、再任が適切である場合 

活動分類 内      容 実施回数 

消費生活に関する

知識・情報の地域

への普及啓発活動 

消費者被害未然防止・拡大防止に関する啓発講座等の開催や
地域の見守り活動への参加 

年 2 回以上 

上記以外の消費生活に関する啓発講座等の開催 
 

実施回数は 

任意 

（地区の実情

により実施） 

環境に配慮した購買行動の推進 

情報紙の発行・回覧、パネル等の展示の実施等の広報活動 

消費者と事業者の

交流促進 
商店街・メーカー等との意見交換・懇談会 



 
 

４  任    期 

・１期２年で市長から委嘱を受けて活動します。 

・今回の募集では令和５年４月から令和７年３月までが任期です。 

・再任は２回までです。ただし、後任者が不在である場合、消費生活推進員活動の運営上、再

任が適切である場合など、市長が必要と認める場合は、３回以上再任されることができます。 

 

５  募集方法 

  募集方法については、原則、推薦と公募の併用ですが、どちらか一方を選択することもでき

ます。 

(1)  募集形式 

ア 推薦 

(ｱ)  推薦団体 

推薦では、自治会町内会等の単位を推薦団体とします。 

(ｲ)  自治会町内会等の推薦事務 

自治会町内会等の単位で横浜市消費生活推進員活動に関心のある方の推薦をお 

          願いします。 

イ 公募 

      「広報よこはま区版」等で広報し、区が募集します。 

 

(2)  推薦・応募用紙の配布 

ア 推薦用 

用紙は令和４年11月下旬に自治会町内会に各区地域振興課から配布します。 

イ 公募用 

用紙は、区役所広報相談係・地区センター等市民利用施設において、令和５年２月24日 

(金)まで配布します 

 

(3)  推薦書及び応募用紙の提出先 

各区地域振興課 

※推薦書の候補者欄は被推薦者本人が記入するようお願いします。 

 

(4)  その他 

ア 公募と推薦が重複した場合は推薦として取り扱います。 

イ 活動は応募方法にかかわらず、原則として地区内の推進員全員で１団体を形成し、 

一緒に活動していただきます。 

 

６  募集期間 

令和５年２月１日(水)から令和５年２月24日(金)まで 

 

７  委    嘱 

   令和５年４月以降、区が開催する委嘱式等の場で、委嘱状を交付します。 
  

８  そ の 他 

    地区活動に対して、予算の範囲内で活動費を助成します。 



 

令和５･６年度横浜市消費生活推進員 推薦の詳細について  

 

 

１  趣    旨 

  横浜市では、消費者の主体的活動を促進し、市民の安全で快適な消費生活の推進を図る

ことを目的として、横浜市消費生活推進員を「推薦」と「公募」により募集いたします。 

  なお、区によっては推薦や公募をしない場合もあります。 

このうち「推薦」について、自治会･町内会等からの御推薦をお願いするものです。 

 

２  任    期 

・１期２年で市長から委嘱を受けて活動します。 

・今回の募集は令和５年４月から令和７年３月までが任期となります。 

・再任は２回までです。ただし、後任者が不在である場合や、消費生活推進員活動の運営

上、再任が適切である場合など、必要と認められる場合は、３回以上再任されることがで

きます。 

      

３  消費生活推進員とは   

横浜市消費生活推進員は、次の活動を行います。 

 

(1) 地区活動 

原則としてお住まいの連合町内会の範囲を地区と定め活動範囲とし、地区内の消費生 

活推進員全員で団体を形成し、団体として以下のような活動をします。 

 

(2) その他 

ア 推進員相互の情報交換等 

イ 研修への参加 

ウ 市が行う消費者行政に対する協力 

 

 

 

活動分類 内      容 実施回数 

消費生活に関する

知識・情報の地域

への普及啓発活動 

消費者被害未然防止・拡大防止に関する啓発講座等の開催

や地域の見守り活動への参加 
年２回以上 

上記以外の消費生活に関する啓発講座等の開催 

実施回数は任意

（地区の実情に 

より実施） 

環境に配慮した購買行動の推進 

情報紙の発行・回覧、パネル等の展示の実施等の広報活動 

消費者と事業者の

交流促進 
商店街・メーカー等との意見交換・懇談会 



４  募集対象者 

    令和５年４月１日現在、18歳以上で、「市民の安全で快適な消費生活の推進」に熱意

のある方。 

    

５  推薦用紙の配布について 

推薦用紙は11月下旬から12月上旬にかけて区役所地域振興課から送付します。 

 

６  推薦書の記入について 

    自治会町内会名及び会長名を御記入の上、候補者本人に用紙をお渡しいただいて、太

枠内の候補者欄は候補者本人が御記入いただくようお願いいたします。 

 

  御記入いただいた個人情報は、会員相互の連絡用名簿として作成し、自治会町内会及 

び令和３・４年度消費生活推進員(新旧事務引継ぎのため)にも、情報提供させていただ

きますので御了承ください。横浜市消費生活推進員事業にかかわること以外の利用はい

たしません。 

 

７  提出期限      

    令和５年２月24日(金)までに区役所地域振興課まで御提出下さい。 

    自治会町内会の役員改選時期などの関係から募集期間内に推薦が困難な場合は、 区

役所地域振興課へ御相談下さい。 

 

８  委    嘱 

   令和５年４月以降、区が開催する委嘱式等の場で、委嘱状を交付します。 

  

９ そ の 他 

  活動内容の詳細については、横浜市消費生活推進員募集チラシをご覧ください。 



　横浜市では、地域における安全で快適な消費生活を推進してくださる方を、消費生活推進員
として市長が委嘱しています。

買い物をして、料理をして食事する。 スマートフォンを使いこなし、旅行を楽しむ。 
「消費生活」は人の暮らしそのものですが、商品やサービスの内容が複雑になり、
消費者トラブルが次々に発生しています。
皆さんの見守りや声かけ・啓発活動で、消費者トラブルを未然に防ぎましょう。

 ◆ 市や区役所で開催する研修などで、消費生活の知識や悪質商法の手口、地域の見守り
　 活動のポイントについて学びます。
 ◆ 高齢者等の集まりで、悪質商法未然防止などの出前講座を開きます。
 ◆ 区のイベントへの出展や情報紙を発行して、消費生活情報を地域にお知らせします。
 ◆ 環境配慮の学習会、施設見学、商店街・農家との意見交換を行い、消費生活に関する
　 理解を深め、地域に情報を伝えます。
 ◆ 困っている方を、消費者トラブルの相談窓口である「横浜市消費生活総合センター」へ
　 つなぎます。

消費者被害が増えています！

消費生活推進員の活動は？

横浜市経済局消費経済課

令和５・６年度

横浜市消費生活推進員を募集します

1回だけの
お試しのつもり

だったのに
３万円の

トイレ修理が
最終的に30万円に！

注文していない
カニが届いた！

(C）YUKI ISHII

損害保険で
住宅の修理が
できるって？

こんなこと
聞いたこと

ありませんか？



（候補者本人記入欄）

ふりがな

氏名

電話番号

年代

（提出先）　

横　浜　市　長

（自治会町内会長記入欄）

提出・問合せ先

　

地区名

会　長　氏　名

候補者が
３期目以上の場合

その理由

□　後任者が不在である
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

個人情報は、次の目的でのみ利用し、それ以外の利用はいたしません。
・消費生活推進員関連業務
・会員相互の連絡用名簿
・自治会町内会及び令和３・４年度消費生活推進員（新旧事務引継ぎのため）へ情報提供

令和　　　年　　月　　日

上記の方を横浜市消費生活推進員に推薦します。

自治会町内会名

□18歳～20代　□30代　□40代　□50代　□60代　□70歳以上

新任・再任
の別

□　新任 　初めて

□　再任

過去の在任時期を分かる範囲でご記載ください

□　２期目

□　３期目

 （令和・平成　　　年　　～　　　年）

 （令和・平成　　　年　　～　　　年）

 （令和・平成　　　年　　～　　　年）

□　１期目  （令和・平成　　　年　　～　　　年）

□　それ以上
（　　　期目）

令和５・６年度　横浜市消費生活推進員候補者推薦書

住所
〒

横浜市戸塚区

戸塚区 地域振興課 地域活動係 担当者 武田、弘光

住所：戸塚区戸塚町１６－１７

電話：０４５－８６６－８４１６ FAX：０４５－８６４－１９３３

E-mail: ik00-hiromitsu@city.yokohama.jp

提出締切：令和５年２月２４日(金)
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