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このマークは、消費者（ふくろうの
「ふくタン」）、事業者（こうのとり
の「こうタン」）、行政（はばタン）

の信頼と協働により、安全で安心な
消費生活を推進する兵庫県の理念を
表しています。 

 

  

 

リーフレットでは、若者が巻き込まれやす

い悪質商法（ワンクリック詐欺、マルチ商法

など）の手口を分かりやすくイラストを用い

て説明するとともに、クーリング・オフ制度

についても解説しています。 

この取り組みをはじめ、今後も若者への消

費者トラブル防止の啓発を進めていきます。 

１２月２１日に大学生協神戸会館で、８大学

３４名の大学生が集い、金融編モデル講座が開

催されました。兵庫県金融広報アドバイザーの

光森司さんから、大学生にも必要な保険や国民

年金の仕組みなどについて、知らないことで生

じるリスクの事例を踏まえた講義を受けた後、

お金に関するリスクを避けるためにはどうす

るべきか？などをテーマに、グループ毎に意見

交換が行われました。 

参加した学生は、昔 

は「知っていたら得を 

する時代」、今は「知 

らなければ損をする時 

代」という説明を聞いた後、賢い消費者になる

ために大学生に必要なことは何かを考え、最後

に、金融知識を広げることや、自己管理（収支

確認）が必要だと発表しました。 

１２月４日、兵庫県版ＨＡＣＣＰ（ハサップ）認

定施設等を見学するバスツアーが開催されました。 

今回のバスツアーでは、と畜場及びＨＡＣＣＰ認

定された食肉処理場を訪れ、食肉がどのように作ら

れているかを学びました。まず、加古川食肉センタ

ーで、農場から出荷された牛を解体処理する過程に

ついて、職員から説明を受けながら見学した後、隣

接の兵庫県食肉衛生検査センターで、子牛の誕生か

ら肥育、食肉処理、食卓に至るまでを記録したＤＶ

Ｄ「９６０日のいのち」を鑑賞しました。 

その後、エスフーズ株式会社姫路ミートセンター

を訪れ、牛肉を半身（枝肉）から部位ごとのブロッ

ク肉へ切り分ける様子を見学しました。 

参加者は、実際の食肉 

処理工程を見ることで、 

食品の安全性や衛生管理 

について理解を深めました。 

インターネット、スマートフォンなどのアダ

ルト情報サイトのトラブルを中心に、若者から

の消費生活相談が多く寄せられています。 

 これらのトラブルを未然に防ぐ 

ために、若者向け消費者トラブル 

防止リーフレット「あま～い誘い 

にご用心!!!」（Ａ４版４Ｐ）を近畿 

２府４県で共同作成しました。 

（問）消費生活課 078-362-3157 

（問）生活科学総合センター 078-303-0999 

（問）生活衛生課 078-362-3258 
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中播磨地域の大学生が企画・運営した「知って

学ぼう！理想的な携帯電話 LIFE ワークショップ

in 中播磨～いつもそばにあるリスクとメリット

～」を１１月１７日に開催しました。 

４大学２１名の大学生が参加し、ワークショッ

プ形式で、身近な携帯電話に潜むトラブルへの対

応について考えました。 

また、サービスを利用 

する消費者としての視点 

の大切さにも気づく機会 

となりました。 

今後のセミナーは、２月には「地域からみんな

で作ろう！消費者市民社会」を、３月には食品ロ

スを考えるドキュメンタリー映画上映会「もった

いない！」を開催します。 

地球規模で思いやりと責任を持って、未来の社

会も考えながら行動できる消費者として、できる

ことから始めましょう。 

(問) 中播磨消費生活創造センター079-281-9601 

東播磨消費者団体協議会は、１１月２７日に多

可町において理事会を開催し、平成２５年度の実

践活動及び平成２６年２月に三木市で開催するひ

ろば展等について話し合いました。 

実践活動のテーマ「電力に対しての意識の啓発」

にもとづく視察研修として、関西電力堺太陽光発

電所を訪問したことについて、理事会では、「地域

で再生可能エネルギー活用に取り組む必要性」「施

設の維持管理に要する労力」「太陽光発電の採算

性」等、各理事が実感した 

意見が交わされました。 

協議会会員へのアンケー 

トや、視察研修などの実践 

活動の結果は、ひろば展で 

発表されることになりました。聞く人が節電や再

生可能エネルギーの重要性を実感しやすいよう、

分かりやすく発表することとなりました。今後も、

協議会では、安全で安心な消費生活の実現に向け

て、エネルギー問題をはじめ、次代を見据えた生

活スタイルの大切さを地域で伝えていきます。 

 

(問)東播磨消費生活センター 079-421-0993 

昨年１０月２０日、「ちくさふれあいフェスタ２

０１３」と合同開催した「消費生活フェスティバル」

において、宍粟市消費者協会が結成した寸劇劇団

が、「ネガティブ・オプション」、別名「送り付け商

法」と呼ばれる、突然自宅に商品（特に生鮮食品等）

を送り付けられ支払いを要求される詐欺をテーマ

に芝居を演じ、注意喚起を行いました。また、寸劇

の後には、「幸せなら手をたたこう」の替え歌や「宅

配には気をつけて」を楽器の演奏と共に熱唱し、大

変盛り上がりました。  

消費者協会の劇団は、 

９月に専門の研修を受け 

結成し、自治会の出前講 

座のプレデビューを経て、 

このたび本格的に舞台に立つ運びとなりました。 

今回のフェスティバルでの出演に向けて練習を

重ね、大変わかりやすく楽しい寸劇になりました。

「送り付け商法」が市内でも多発しておりますの

で、くれぐれも気をつけてください。 

 (問) 宍粟市消費生活センター 0790-63-2225 

丹波市消費者協議会では、平成２５年度から広報

部、啓発部（寸劇等）、教養部（学習会等）事業部

（食育等）に希望登録し、それぞれの部会を中心に

消費者協議会の活動に取り組むことにしました。 

事業部では、食育事業として、 

小学校低学年を対象に料理教室を 

開催し、子ども専用調理器具を使 

用して、楽しく料理ができました。 

啓発部は、消費生活センター相談員と共に積極的

に出前講座に出向き、寸劇で悪質業者の手口を紹介

しています。演目も増え、衣装や小道具についても

どんどんアイディアが膨らみ、会員自身の生きがい

になっています。 

そのほか、「協議会だより」の発行、学習会、事

業の実施、寸劇の取り組みと活発な活動を行ってい

ることから、自然に会員も増えてきました。 

 (問) 丹波市生活安全課  0795-82-1532 

中播磨 東播磨・北播磨 

西播磨 丹 波 
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健康生活科学研究所 

暑であったため、例年より多くなると予測されて

います。花粉症の方は早めにマスク、メガネ等の

予防対策を取り、外出したときには屋内に入る前

に衣服についた花粉を払い落とすことをおすすめ

します。   （健康科学部 課長補佐 林幸子） 

あと一カ月ほどで、スギ花粉が飛散し始めます。 

研究センターでは県内の 3 健康福祉事務所（龍

野、豊岡、洲本）と協力して、スギ科とヒノキ科の

花粉が飛散する時期に合わせて花粉調査を毎年実

施しています。観測方法は、捕集装置に 24 時間置

いたスライドグラスの上に付着した花粉を染色し、

顕微鏡で形態を見ながら種類別に数え、1㎠あたり

の個数を算出します。毎日の観測値は、気象協会等

に提供しており、テレビ、新聞等で公表されている

飛散情報や予報の基礎データのひとつとして役立

っています。また、飛散期間中は当研究センターの

ホームページでも紹介しています。 

2013 年は花粉の飛散量が多く、スギとヒノキ

の合算花粉数では、近年の最高値となりました(グ

ラフ参照)。2014 年の飛散量も 2013 年の夏が猛 

30 年以上前に山林を購入。最近になって事

業者から電話があり、「山林を売ってあげる」と言

われた。「半年以内に 700 万円で売れる」と言わ

れ、売却の為にネットに広告を掲載する契約をし、

約 40 万円を支払った。その後、また事業者が来

訪し、「雑草の伐採が必要」と言われ、合わせて約

45 万円を支払ったが、土地は一年近く経っても売

却できない。 

過去に原野商法の被害にあった方を狙い、売

却をするための調査・管理費用、宣伝のための看

板・広告費用などを求められたり、「別の土地なら

売れる」などと言って新たな土地の購入を勧誘され

た、といった相談が寄せられています。 

「土地を買いたい人がいる」、「高値で売却でき

る」などと、買い手が見つかりすぐに土地が売却で

きるようなセールストークが目立ちますが、実際に

は売却できないことが多く、事業者と連絡が取れな

くなるといったケースもあります。 

悪質業者は過去に被害にあった方の「少しでも被

害を回復したい」という焦りや不安に乗じて様々な

勧誘をしてきますが、相手の話をうのみにせず、不

審な勧誘であれば「必要ない」などとキッパリ断り

ましょう。 

スマートフォンで無料のアダルト情報サイ

トを閲覧し、何度かボタンを押したところ、登録完

了となり、料金の請求画面が表示された。料金を支

払わなければならないのか。 

ワンクリック請求に関する相談は依然多く

寄せられていますが、最近ではスマートフォンから

アクセスしトラブルになったという相談が増えて

います。 

その多くは、無料サイトだと思っていたのに、ク

リックしただけで突然請求画面が表示されたとい

うものですが、有料であるという表示及び入力内容

の確認訂正画面がなかったのであれば、無効の主張

が可能なので、慌てて料金を支払ったり、事業者に

連絡を取らないようにしましょう。 

また、スマートフォンの場合、不正なアプリをダ

ウンロードすることで、ワンクリック請求のサイト

へ誘導させるといった事例も見受けられます。 

信頼できないサイトからアプリをダウンロード

しないように注意することや、セキュリティソフト

を導入するなどして、普段から対策をしておくこと

が大切です。 

スマートフォンでのスマートフォンでのスマートフォンでのスマートフォンでの    
ワンクリックワンクリックワンクリックワンクリック請求請求請求請求にごにごにごにご注意注意注意注意    

生活科学総合センター 

原野商法原野商法原野商法原野商法のののの二次被害二次被害二次被害二次被害    

（問）生活科学総合センター ０７８-３０２-４０２８ 

（問）健康科学研究センター   078-511-6640 
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※ 節電目標は原子力発電所の 

稼働状況等により見直します 

 発行／兵庫県安全安心な消費生活推進本部事務局 
   （兵庫県健康福祉部生活消費局消費生活課） 

〒650-8567  神戸市中央区下山手通 5-10-1 
TEL:078-362-3157  FAX：078-362-4022 

毎月１回送信しています。送信希望の方はこちらへ 
E-mail：syouhiseikatsu@pref.hyogo.lg.jp 

                

生活科学総合生活科学総合生活科学総合生活科学総合センターセンターセンターセンター    ����    078078078078----303303303303----0999 0999 0999 0999     東播磨消費生活東播磨消費生活東播磨消費生活東播磨消費生活センターセンターセンターセンター            ����    079079079079----424424424424----0999099909990999    

中播磨消費生活創造中播磨消費生活創造中播磨消費生活創造中播磨消費生活創造センターセンターセンターセンター    ����    079079079079----281281281281----0993 0993 0993 0993     西播磨消費生活西播磨消費生活西播磨消費生活西播磨消費生活センターセンターセンターセンター        ����    0791079107910791----58585858----0993099309930993    

但馬消費生活但馬消費生活但馬消費生活但馬消費生活センターセンターセンターセンター    ����    0796079607960796----23232323----0999 0999 0999 0999     丹波消費生活丹波消費生活丹波消費生活丹波消費生活センターセンターセンターセンター                        ����    0795079507950795----72727272----0999099909990999    

淡路消費生活淡路消費生活淡路消費生活淡路消費生活センターセンターセンターセンター    ����    0799079907990799----23232323----0993099309930993                週末消費生活相談週末消費生活相談週末消費生活相談週末消費生活相談ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル    ����    0120012001200120----511511511511----103103103103    

                                                                                                                                                                                                                （（（（土土土土・・・・日曜日日曜日日曜日日曜日（（（（年末年始年末年始年末年始年末年始をををを除除除除くくくく））））午前午前午前午前 10101010 時時時時～～～～午後午後午後午後 4444 時時時時））））    

神神神神    戸戸戸戸    市市市市        ����    078078078078----371371371371----1221 1221 1221 1221         

尼尼尼尼    崎崎崎崎    市市市市        ����    06060606----6438643864386438----0999  0999  0999  0999      

西西西西    宮宮宮宮    市市市市        ����    0798079807980798----64646464----0990990990999  9  9  9      

芦芦芦芦    屋屋屋屋    市市市市        ����    0797079707970797----38383838----2034 2034 2034 2034         

伊伊伊伊    丹丹丹丹    市市市市        ����    072072072072----775775775775----1298 1298 1298 1298         

宝宝宝宝    塚塚塚塚    市市市市        ����    0797079707970797----81818181----0999 0999 0999 0999         

川川川川    西西西西    市市市市        ����    072072072072----740740740740----1167 1167 1167 1167         

三三三三    田田田田    市市市市        ����    079079079079----559559559559----5059505950595059    

猪名川町猪名川町猪名川町猪名川町        ����    072072072072----766766766766----1110 1110 1110 1110     

明明明明    石石石石    市市市市        ����    078078078078----912912912912----0999  0999  0999  0999      

加古川市加古川市加古川市加古川市        ����    079079079079----427427427427----9179 9179 9179 9179     

高高高高    砂砂砂砂    市市市市        ����    079079079079----443443443443----9078  9078  9078  9078      

稲稲稲稲    美美美美    町町町町        ����    079079079079----492492492492----9151915191519151    

播播播播    磨磨磨磨    町町町町        ����    079079079079----435435435435----1991991991999  9  9  9      

西西西西    脇脇脇脇    市市市市        ����    0795079507950795----22222222----3111311131113111     

三三三三    木木木木    市市市市        ����    0794079407940794----82828282----2000200020002000        

小小小小    野野野野    市市市市        ����    0794079407940794----63636363----1616161686  86  86  86      

加加加加    西西西西    市市市市        ����    0790079007900790----42424242----8739  8739  8739  8739      

加加加加    東東東東    市市市市        ����    0795079507950795----48484848----3528352835283528        

多多多多    可可可可    町町町町        ����    0795079507950795----32323232----4777 4777 4777 4777     

姫姫姫姫    路路路路    市市市市        ����    079079079079----221221221221----2110 2110 2110 2110     

神神神神    河河河河    町町町町        ����    0790079007900790----34343434----0962 0962 0962 0962     

市市市市    川川川川    町町町町        ����    0790079007900790----26262626----1010 1010 1010 1010     

福福福福    崎崎崎崎    町町町町        ����    0790079007900790----22222222----4977497749774977    

相相相相    生生生生    市市市市        ����    0791079107910791----23232323----7130 7130 7130 7130     

たつのたつのたつのたつの市市市市        ����    0791079107910791----64646464----3250 3250 3250 3250     

赤赤赤赤    穂穂穂穂    市市市市        ����    0791079107910791----43434343----7067 7067 7067 7067     

宍宍宍宍    粟粟粟粟    市市市市        ����    0790079007900790----63636363----2225222522252225        

太太太太    子子子子    町町町町        ����    079079079079----277277277277----1015 1015 1015 1015     

上上上上    郡郡郡郡    町町町町        ����    0791079107910791----52525252----1115 1115 1115 1115     

    

佐佐佐佐    用用用用    町町町町        ����    0790079007900790----82828282----0670 0670 0670 0670     

豊豊豊豊    岡岡岡岡    市市市市        ����    0796079607960796----21212121----9001 9001 9001 9001     

養養養養    父父父父    市市市市        ����    079079079079----662662662662----3170 3170 3170 3170     

朝朝朝朝    来来来来    市市市市        ����    079079079079----672672672672----6121612161216121        

香香香香    美美美美    町町町町        ����    0796079607960796----36363636----1941 1941 1941 1941     

新温泉町新温泉町新温泉町新温泉町        ����    0796079607960796----92929292----1131 1131 1131 1131     

たじまたじまたじまたじま消費者消費者消費者消費者ホットラインホットラインホットラインホットライン    

    （（（（但馬地域但馬地域但馬地域但馬地域におにおにおにお住住住住まいのまいのまいのまいの方方方方））））        

        ����    0796079607960796----23232323----1999 1999 1999 1999     

篠篠篠篠    山山山山    市市市市        ����    079079079079----552552552552----1186 1186 1186 1186     

丹丹丹丹    波波波波    市市市市        ����    0795079507950795----82828282----1532 1532 1532 1532     

洲洲洲洲    本本本本    市市市市        ����    0799079907990799----22222222----2580 2580 2580 2580     

南南南南あわじあわじあわじあわじ市市市市    ����    0799079907990799----43434343----5099 5099 5099 5099     

淡淡淡淡    路路路路    市市市市        ����    0799079907990799----64646464----0999099909990999    

    

 

（問）生活科学総合センター ０７８―３０２―４０００ 

 県と神戸・阪神地域の消費生活センターの

ネットワークである「消費生活センターひょ

うご・こうべ・はんしんネット（ＣＣ１０）」

では、１２月２２日に川西市中央公民館にお

いて、小学生とその保護者を対象に「使い捨

てカイロ」に関する講座を開催しました。 

公益社団法人消費者関連専門家会議（ＡＣ

ＡＰ）の協力を得て、桐灰化学株式会社から

社員の方々を講師として招き、講演と実験を

行いました。 

 

参加した子どもたちからは、「カイロの仕組み

が分かった」、「オリジナルカイロを作った」、保

護者からは「とても勉強になった」、「親子で参

加できるイベントだと商品に関する知識もつ

く」といった感想がありました。 

私たちの身近にある 

商品の原理や性質を知 

っておくことは「賢い 

消費者」になるための 

第一歩です。 

 （URL）http://twitter.com/HyogoShohi 
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最新情報を掲載。どうぞご利用ください。 


