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　専門の資格を有する相談員が解決に向けた
情報提供を行うほか、トラブル先の企業との間
に入り、話をします。相談は無料で秘密厳守。

石狩市
消費生活センター

土・日・祝日の相談は

一人で悩まず、ご相談を！

■所 市役所1階 ■日 平日10時～16時

消費者ホットライン 局番
なし

いやや！

188

75･2282

そのネット注文、定期購入では？
　手軽で便利なインターネット通販ですが、「お試し」「初回限定○％オフ」「いつでも解約可能」など
とお得感を強調したサプリメントや美容・化粧品、健康食品などの購入トラブルが急増しています。
　通販にはク－リングオフ制度がありません。下記トラブル事例を参考に、皆さんも注意しましょう。

　❶～❸の内容は、改正特定商取引法により、最終確認画面で明確に表
示しなければなりません。
　令和４年６月１日以降、誤認させる表示により申し込みをした場合は、契
約を取り消せる可能性があります。

消費生活に役立つ情報をご紹介！知っ知っ 情報情報くらしのくらしの
＼  

／

ちょっと待って！

注文を確定 を押す前に落ち着いて、次の3つを必ず確認！

注文を確定

サプリ

お試し無料！
超お得コース

本当に１回限りの購入ですか？1
⇒「○カ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの
　表示があれば、2回目以降も届きます

２回目からはいくら？2
⇒「初回」価格と「2回目以降」の価格は同じですか？

解約方法は？3
⇒「簡単」に、「無料」で解約できますか？

確
認
す
る
こ
と

〇全国の消費生活相談の9割以上がインターネット
通販に関するものです。通販を利用する方は、他人事
と思わず要注意！
〇証拠を残すため、最終確認画面のスクリーン
ショットを残しておきましょう

〇「規約」と「返品・解約」のページにも必ず目を通しま
しょう。ページの一番下にあるなど、分かりにくい場合も
〇本年4月の成年年齢引き下げにより、一人で契約ができ
るようになった18歳･19歳の皆さんは特に慎重に
契約内容の確認を！

　動画サイト上の広告から、ダイエットサプリメ
ントをお試し特別価格で、１回限りのつもり
で注文したが、翌月は通常価格で同じ商品が
届いた。実際は複数回購入することが条件の
定期購入契約だった。

　「いつでも解約できます」という広告を見
て「解約保証があれば安心」と
気軽に注文したものの、いざ
解約しようとすると、事業者
に電話がつながらず解約で
きない。
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〈5月〉 〈6月〉
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¥500 ¥10,000
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申込書 秘書広報課、各支所、学び交流

センターに設置 ※市ＨＰからも入手可

申込方法 秘書広報課へ持参（開庁日）、

郵送・ファクス・メールのいずれか

※宛先は裏表紙をご覧ください

必ず連絡先を明記してくだ
さい。「会員募集」は申込
順、掲載は年1回です。

8月号の原稿締切日は30㈭です

健康づくり推進協議会委員

健康づくり計画の取り組みの推進・評価

を審議・検討します。

募集人数 4人

任期 8/1～R6/7/31

応募資格 市内在住または通勤・通学し、

4/1現在18歳以上で、年2回程度平日

夜間に開催する会議に出席できる方

そのほか 報酬と交通費を支給。託児制

度（費用の一部助成）あり

申込方法 申込書を30（木）までに郵送･

ファクス･メールのいずれかで提出

※申込書は担当課、あい・ボード、市HP

から入手可

申込・問合せ 保健推進課

（〒061-3216 花川北6・1・41・1）

☎72･3124　　　75・2270

✉hokens@city.ishikari.hokkaido.jp
子ども囲碁教室

対象 小･中学生

日時 毎週土曜10時～12時

場所 学び交流センター（花川北3･3）

定員 10人

問合せ 寺内さん☎090･8634･0636

市営・単身者住宅入居者

募集団地 市営・単身者住宅　　

※随時募集中の団地は要問合せ

申込･問合せ 建築住宅課☎72･3144

自衛官

種目 ①幹部候補生（一般・歯科・薬剤科）

②自衛官候補生（任期制自衛官）

応募資格 ①要問合せ ②採用予定月の

１日現在18歳以上33歳未満の方

申込期限 ①16（木） ②通年

申込・問合せ 自衛隊札幌地方協力本部

江別地域事務所☎011・383・8955

※平日9時～17時

採用予定消防署 石狩消防署

試験区分 上級職

採用予定数 １人程度

※各消防署（当別･新篠津･石狩）の初級

職募集は7月に案内予定

受験資格 大学（短期大学除く）を卒業し

た方またはR5/3/31までに卒業見込み

の方で、H4/4/2以降に生まれた方

採用予定日 R5/4/1

1次試験 7/10（日）

試験会場 花川北コミセン（花川北３･２）

申込方法 下記または各消防署（支署）に

ある受験申込書（組合HPからも入手可）

を記入し、6/10（金）までに持参または郵送 

※当日消印有効。持参は平日8時45分

～17時15分

申込･問合せ 石狩北部地区消防事務組

合消防本部総務課（〒061-3211 花川

北1･1･2・3）☎74・5119

募集
令和5年度採用 石狩北部地区

消防事務組合消防吏員採用資格試験

募集人数 ①16人 ②13人

業務内容 試験研究機関や農業関係団体

などと連携し、農業の生産性向上、経営

や農村生活の改善などの技術や知識を

農業者に普及指導

応募資格 ①民間企業経験者

②大学卒業または卒業見込みの方   

申込期間 ①8/1（月）～12（金）

②8/15（月）～24（水）

そのほか 詳細は道HPをご覧ください

申込・問合せ 北海道農政部生産振興局

技術普及課普及推進係

☎011・204・5379

北海道職員採用試験 普及職員（農業）

①C区分 ②A区分（第2回）

内容 ①②成人に対する応急手当の知識

と技術（心肺蘇生法、AEDの使用法、止

血法など）

③ ②に加え効果測定１時間

対象 小学５年生以上の市民または市内

勤務者 ※①は16歳以上

日時 ①24（金）18時～21時

②27（月）９時～12時

③27（月）９時～13時

場所 石狩商工会館（花川北６・１）

持ち物 動きやすい服装、筆記用具

定員 各10人

申込方法 22（水）までに電話し、申請書

を提出 ※当日受付不可

申込・問合せ

（一財）石狩市防災

まちづくり協会

☎77・6217

救命講習　①②普通救命講習Ⅰ　
③普通救命講習Ⅱ

会計年度任用職員 歯科衛生士

募集人数 １人

業務内容 乳幼児健診時の歯科検診

勤務場所 花川北コミセン（花川北3・2）

またはりんくる（花川北6・1）

任用期間 任用決定月からR５/３/31まで

勤務時間 月1・2日、1日6時間までの範囲

報酬 日額6,800円～7,300円程度

※社保・雇用保険の適用なし。交通費は

市の規定により別途支給

応募資格 歯科衛生士免許を有する方

申込方法 会計年度任用職員申込書（市

HPから入手可）を10（金）までに持参ま

たは郵送 ※当日消印有効。返却不可

申込・問合せ 保健推進課

（〒061-3216 花川北６・１・41・１）

☎72・6124

会員募集

とよ   き

【石狩太極拳はまなすサークル】

対象 市民　

日時 毎週月曜14時45分～16時15分

場所 学び交流センター（花川北3･3）

講師 日本武術太極拳連盟公認指導員

森豊貴氏

費用 月3,500円

申込・問合せ 村元さん☎　  74・5205

☎080・1894・4357

【さわやか体操 もみじ】  

内容 健康維持のための腰痛体操やスト

レッチ  

対象 女性

日時 毎週金曜13時30分～15時  

場所 学び交流センター（花川北3･3）

費用 月2,000円 

申込・問合せ 佐藤さん☎　  74･1758

【石狩浜夢の木プロジェクト】  

内容 石狩の自然観察  対象 18歳以上 

日時 4月～10月の毎月第2火曜

10時～12時  

場所 花川南防風林ほか 

費用 年1,200円 

申込・問合せ 安田さん

☎090・6211・1602

　　74・6198 

【石狩太極拳サークル】

対象 成人　

日時 毎週月曜13時～14時30分

場所 学び交流センター（花川北3･3）

講師 日本武術太極拳連盟公認指導員

森豊貴氏

費用 月4,000円

申込・問合せ 須藤さん☎　　 74・0866


