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第５９回北海道消費者大会
メインテーマ 『ひとに優しいデジタル改革とは

～誰ひとり取り残さないために～ 』

◇基調講演
演題：
「誰ひとり取り残さない～ひとに優しいデジタル改革をめざして」
講師：デジタルクリエーター、ICT エバンジェリスト 若宮 正子 氏
◇パネルディスカッション
「デジタルライフ～地域消費者の未来について～」

第５９回北海道消費者大会に参加して

会長 辻 和義

第５９回北海道消費者大会が、令和４年９月９日に、札幌市のかでる２・７ホールで開催され、音更町消費
者協会からは、私を含めて５名が参加しました。
開会式に引き続いて、デジタルクリエーターの若宮正子氏から、「誰ひとり取り残さない～ひとに優しいデ
ジタル改革をめざして」との演題で、基調講演が行われました。デジタルを利用できる・できないで生じる情
報格差（デジタルデバイド）を防ぐために、どのようにデジタル社会に向き合うかについて、お話がされまし
た。若宮氏は、昭和１０年生まれで、５８歳から独学でパソコンを習得し、日本政府が主催する勉強会に参加
し、海外にも視察に行くなど、エネルギッシュに活動をされています。エストニアの例では、デジタル改革成
功の秘訣は銀行との連携であること、高齢者も自分でデジタルの勉強をする人も多いことなどが紹介されまし
た。デンマークの例では、デジタルによる行政コストの節約という発想が根付いていること、老人クラブ等の
団体がデジタル化に対する意見を言っていることなどが紹介されました。比べて日本では、デジタルに対する
抵抗感があること、エンドユーザーに対する配慮不足などの原因があることが紹介され、今後は、デジタル推
進に対するメリットの明確化などが求められるというお話しがありました。
午後には、「デジタルライフ～地域消費者の未来について」とのタイトルで、パネルディスカッションが行
われました。
北海道大学名誉教授の山本氏からは、日本でデジタルが普及しない背景や課題、デジタルを普及させるメリ
ット等についてお話がありました。北海道総合政策部次世代社会戦略局の所氏からは、国や北海道が目指すデ
ジタルライフの施策、例えば、マイナンバーカードの普及等についてお話しがありました。上砂川消費者協会
の宮本氏、北海道消費者協会の長島会長、札幌消費者協会デジタルライフ研究会の武田氏からは、各協会や研
究会の取組について、お話がありました。若宮氏からは、
「マイナンバー等による個人情報の統合は必要だが、
嫌悪感をもっている人もおり、目に見えるメリットの提示が必要」との提案がありました。
全体を通じて、「デジタルに嫌悪感をもつ人が一定数いるが、その人たちをデジタルに取り込むにどのよう
なメリットを提示できるか」、
「人と人とのつながりが増えることが明確なメリットであること」などが確認さ
れたように思えました。
最後に、大会宣言を読み上げて、同大会は盛況のうちに幕を下ろしました。

令和 4 年度 パークゴルフ大会（交流部）
9 月 6 日、霧雨の中にもかかわらず男性 7 名、
女性 7 名の計１４名参加で、然別リバーフロント
パークゴルフ場にて開催しました。
打つ時もおしゃべりしながら、また、ショットミ
ス、カップに入らなくてもワイワイ、ガヤガヤ楽し
いプレーで無事終了しました。悪天候の中、参加し
ていただいた皆様、ありがとうございました。
（交流部長

高田義光）

順位

男性の部

女性の部

1位

中村 五男

平 和子

2位

薩田

3位

田中 一夫

阿部 光江

4位

横山

菅野 和子

5位

高田 義光

進
實

松岡マサ子

古川 房子

男性 1 位

中村会員

女性 1 位 平会員

還付金詐欺にご用心！
この 9 月、
「音更町役場職員を名乗り『国民健康
保険の還付金がある』といった内容の電話がかか
ってきた」との声が役場に多数寄せられたようです。
役場職員が ATM の操作をお願いすることは絶対に
ありません。不審な電話には十分お気を付けください！

当協会元事務局長の西川富士男氏が 8 月 18 日にご逝
去されました。西川氏には長きに亘り事務局長として当
協会の活動にご尽力いただきました。
今年 7 月、ご自身が会長を務める老人会に出前講座
でお呼びいただき、万全ではない体調の中、開会の挨拶
をして下さいました。そのわずか 1 か月後の訃報です。
大変お世話になりました。心からご冥福をお祈り申し上
げます。（事務局）

在りし日のお姿
そば打ち名人でした

消費生活の窓

危険です！フィッシング詐欺
「フィッシング詐欺」とは、電子メールや SMS
で偽サイトに誘導し、個人情報（アカウント情報、
クレジットカード番号等）を盗み出す手口のこと
をいいます。メールや SMS に貼られている URL
（リンク）は安易に開かないようにしましょう。
10 月発行の音更町消費センターだよりでは
「フィッシング詐欺」について特集を組みまし
た。詐欺師に釣られないよう
充分注意しましょう！

消費生活センターの

出前講座
（8 月～9 月）
下音更学級
① 8/3(水) 民生第 4 部会

参加 9 名

② 8/5(金) 十勝教育研修センター

44 名

③ 9/2(金) 高齢者学級（下音更）

10 名
田中事務局長も
寸劇で熱演！

民生第 4 部会

十勝教育研修センター

☆ 消費生活センター・受付件数（９月３０日現在）☆

☺７月 ２５件

☺８月 ２９件

☺９月

２２件

令和４年度累計 １３９件

～ ラリー北海道 ～

～第２回役員会～

9 月 11 日（日）長流枝に

9 月 30 日（金）14 時 30 分より、共栄コミセ
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「事務局からお知ら
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せ」をご覧下さい。

事務局からお知らせ

街頭キャンペーンを行います（消費者被害防止ネットワーク）
例年 5 月の消費者月間に行っていた街頭キャンペーン。コロナ禍のため延期していましたが
規模を縮小し実施することといたしました。
■令和 4 年 10 月 26 日（水）15：30 から 1 時間程度を予定
■ダイイチ、OK 前にて啓発物配付（役員で対応します）

第 70 回記念 くらしのサロン「イマドキの悪質商法・特殊詐欺」（啓発部）
■令和 4 年 11 月 17 日（木） 13：30～15：00 （90 分）
■共栄コミセン大集会室
■講師：大渕相談員 出演：劇団あけび
平成 21 年（2009 年）に始まったくらしのサロンもおかげさまで 70 回を迎えます。
記念公演で会員有志による「劇団あけび」が劇場型詐欺をテーマに寸劇を披露！！
楽しく学んで消費者被害を防ぎましょう。

今年度の一泊交流研修は、コロナ感染の収束が見通せず、宿泊、懇親会の実施は難
しいと判断し、残念ですが中止します。【交流部】

令和４年度音更町内灯油・ガソリン・LP ガス価格調査
（調査部）
税込価格 単位：円

2022年

灯油１ℓ

9月

（９店舗）

ガソリン１ℓ
フル（４店舗）

LPガス（６店舗）

セルフ（５店舗）

基本料金

５㎥

１０㎥

最低価格

102.8

160.0

156.8

2,145

6,325

10,395

最高価格

121.0

168.0

157.0

2,200

6,985

11,473

今月平均

116.97

162.75

156.90

2,154.17

6,719.17

11,133.50

R4.３月平均

111.53

171.75

167.90

2,154.17

6,439.17

10,611.33

94.73

154.00

149.90

2,121.67

6,435.00

10,602.17

前年度同月平均

令和 4 年度会費をお早めに納入下さいますようお願いします

令和４年９月から令和 5 年
３月まで、町内９店舗にご協
力いただき、毎月１日の各燃
料価格(店頭税込価格)を調査
します。

