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水回りの点検トラブルにご注意を！
< 相談事例 >

　自宅に突然業者が訪れ、「排水管の無料点検を

行っている」と言われたので軽い気持ちでお願い

した。点検後に「詰まっている」と高圧洗浄を勧

められ契約したが、よく考えれば本当に必要だっ

たのか疑問だ。

【突然の勧誘による契約は慎重に】

　最近、排水管等の点検・洗浄や修理に関する相

談が増えています。勧誘時に「無料」や「格安」

と告げられたのに、契約時に思いがけず高額な料

金を示され、断りにくく契約してしまうことがあ

ります。

　また、契約をきっかけに業者から更なる点検や

作業の勧誘を受けることもあります。

　今回のように、訪問販売など、不意打ち性の高

市民人権標語　　　　小学生の作品　　　　　考えよう　軽い一言　深い傷

い取引で契約してしまった場合は、たとえ作業が

終わっていても、契約後８日以内であればクーリ

ング・オフが可能なので検討しましょう。

【チラシ・Web 広告の勧誘も慎重に】

　よく似たトラブルに、チラシなど広告をきっか

けとするケースがあります。

　広告に表示された排水管等の点検・洗浄等の料

金が１か所当たりの費用であることなどの説明が、

小さな文字や広告の目立たない部分に書かれて

あったりして、トラブルになるようです。しかし、

このような取引は通信販売に当たり、訪問販売な

どのように不意打ち性はなく、クーリング・オフ

の対象外となるため、より慎重な検討が必要です。

　おかしいな、困ったなと思ったら、竹原市消費

生活相談室（☎ 22-6965）にご相談ださい。
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障害者虐待防止相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　竹原市障害者虐待防止センター

　　　　　　☎ 24-6007

人権相談

・みんなの人権 110 番 　　☎ 0570-003-110

・子どもの人権 110 番　　 ☎ 0120-007-110

・女性の人権ホットライン ☎ 0570-070-810

　受付時間　平日　８時 30 分～ 17 時 15 分

高齢者総合相談

※上記以外は転送電話にて対応します。

※介護家族相談会は新型コロナウイルス感染症

　拡大予防止のため中止しています。

問い合わせ 地域包括支援センター　☎ 22-5494

いのちのホットライン竹原

場所　ふれあい館ひろしま（中央 2-4-3）

※ 3/7（日）、3/21（日）は休館

問い合わせ　いのちのホットライン竹原

　　　　　　☎ 22-9102

県民相談

行政関係相談、交通事故に関する相談、相続や離婚など家

族に関する相談、近隣トラブル相談などを受け付けます。

日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）９時～ 17 時

場所　県庁農林庁舎１階（広島市中区基町 10 番 52 号）

問い合わせ　広島県生活センター　☎ 082-223-8811

出張年金相談

日時　毎月第２水曜日　10 時～ 15 時 30 分

場所　人権センター１階会議室

※相談は予約制です。

※前々日の正午までに要申込

申し込み・問い合わせ　呉年金事務所　☎ 0823-22-1691

行政相談　国の行政への苦情や相談を受け付けます。

問い合わせ　入駒 智子（忠海東町）　☎ 26-0235

　　　　　　北嵐 浩（塩町）　☎ 24-6760

相談内容 曜日 時間・場所

高齢者
総合相談

月～金
8：30 ～ 17：00
（ふくしの駅）

ふれあい福祉相談

場所　ふくしの駅（中央 3-13-5）

問い合わせ　ふれあい福祉相談センター

　　　　　　☎ 22-8986　※祝日は休みです。

専門相談については予約制。電話による相談も可。

◇偶数月は司法書士が応相談。

＊法律相談は、月初めから受付。

　無料での相談は一人１回です。

相談内容 日 時間帯

一般相談
（どんな相談でも）

毎週月～金曜 8：30 ～ 17：00ボランティア相談
（活動希望・援助依頼等）

自立支援・家計相談

税金相談（３月は休み）毎月第１金曜

10：00 ～ 15：00

◇不動産相談 毎月第３水曜

障害児者相談 毎月第３木曜

保険・年金相談 毎月第４水曜

女性相談 毎月第４金曜

＊法律相談 毎月第２金曜 10：00 ～ 16：00
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募集種目 受験資格 締切（必着） １次試験日

幹部候補生

一般

大卒程度試験

22 歳以上 26 歳未満（20 歳以上

22 歳未満は大卒（見込含）、修士

課程修了者等（見込含）は 28 歳

未満

※令和４年４月１日現在

～４月 28 日（水）

５月８日（土）

　・９日（日）

院卒者試験

20 歳以上 28 歳未満、

修士課程修了者等（見込含）

※令和４年４月１日現在

歯　科

薬剤師

専門の大卒（見込含）20 歳以上 30 歳未満

（薬剤科は 20 歳以上 28 歳未満）

※令和４年４月１日現在

５月８日（土）

幹部候補生

（第２回）
一般

大卒程度試験

22 歳以上 26 歳未満の人 (20 歳以

上22歳未満の人は大卒(見込含)、

修士課程修了者等 ( 見込含 ) は

28 歳未者） ～６月 18 日（金）６月 26 日（土）

院卒者試験
20 歳以上 28 歳未満の人、修士課

程修了者等 (見込含 )

一般曹候補生
18 歳以上 33 歳未満の人（32 歳の人は、採用予定

月の末日現在、33 歳に達していない人）
～５月 11 日（火）

５月 21 日（金）
～ 30 日（日）

自衛官候補生

18 歳以上 33 歳未満の人（32 歳の人は、採用予定

月 1 日から起算して３月に達する日の翌月の末日

現在、33 歳に達していない人）

年間を通じて行っ

ています。

受付時にお知

らせします。

技術海上幹部

技術航空幹部

大卒以上の人で応募資格に定められた学部・専

攻学科等を卒業後、２年以上業務経験のある人
～５月 21 日（金）

６月 21 日（月）

技術海曹

技術空曹
20 歳以上の人で国家免許資格取得者等 ６月 18 日（金）

自衛官採用試験

問い合わせ　自衛隊広島地方協力本部　尾道出張所

　　　　　　☎０８４８-２２-６９４２

　　　　　　Mail：hp1-hiroshima@pco.mod.go.jp

たけはら食育未来会議のメンバーを募集します

　竹原市食育推進行動計画の「食は命の源、瀬戸内の恵まれた食が織り成す、健全な体と豊かな心」

をめざし、市の食の資源を活かしながら、様々な世代の人々が、食を通じて楽しく笑顔で心豊かな生

活を送ることができるよう、一緒に食育を推進してくださる人を募集します。

　食育に興味がある人、食べることが好きな人、料理づくりが好きな人、竹原の食材を広く知らせた

い人など、「食」についてメンバー同士で楽しく語り、市民に情報発信をしていきましょう。

今年度の活動内容

　メンバーが希望団体に対し、食育の支援を行う

「食育おでかけ隊」事業の実施 ( 海ぶどうを使っ

たレシピ紹介などのリーフレット作成、昆布料理

教室、野外炊飯でのポリ袋料理やみそづくり体験)

１次募集申込期限　３月 26 日（金）

申し込み・問い合わせ

　たけはら食育未来会議事務局

　（保健センター内）

　☎２２-７１５７

　自衛隊情報について

　詳しくはこちら

▼

▲３色レンジャー


