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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。 

 

 

 

ワンクリック請求や無料ゲームでのアイテム

購入による高額請求など、小中学生がインター

ネット関連の消費者トラブルに巻き込まれる事

例が増えていることから、県ではインターネッ

トトラブルに特化した消費者教育用教材を作成

し、県内の全小中学校に配布しました。 

教材には、消費者トラブルやＳＮＳの利用

によるトラブル事例をマンガで分かりやす

く紹介し、ネット上に個人情報や人の悪口を

掲載してはいけないなど、ネットやケータイ

を安全に正しく使うための注意点を掲載し

ています。他にも、個人情報を公開しないた

めのスマホの設定方法や、保護者が気を付け

るべき注意点を掲載し、家族で読んで考えて

もらう内容となっています。 

県ホームページに教材のＰＤＦファイル

と解説書を掲載していますので、ぜひご活用

ください。 

 

（問）消費生活課 ０７８－３６２－３１５７ 
（小学生用教材） （中学生用教材） 

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県        消費者教育消費者教育消費者教育消費者教育    

 

１月２９日、神戸市中央区にある神戸文

化ホールで、神戸消費者フェスティバル（神

戸市・神戸市消費者協会主催）が開催されました。 

消費者庁の阿南長官による「消費者が身

に付けたい力について」と題した基調講演   

のほか、神戸から発信するこれからの消費

者教育についてのパネ

ルディスカッションが

行われました。 

食の安全など、最新の消費者庁の取り組

みや、消費者団体や教育関係者からの消費

者教育に関する活発な意見に、参加者は熱

心に聞き入っていました。 

（問）神戸市消費生活課 ０７８－３２２－５１８５ 

県と大学生協阪神事業連合とは「次世代の消費者教

育・学習に関する協定」を締結し、大学生が賢い消費

者（スマートコンシューマー、略して“スマコン”）になるために様々

な協働事業を進めています。その一環として、これま

で大学生が巻き込まれやすい消費者トラブルやスマ

ホ等を安心して活用する方法について、分かりやすく

解説したハンドブックを作成してきました。 

  今回は、「お金を貯める、育てる、生かすチカラ養      

成HandBook」と題して、知らなけ

れば損をする時代に、大学生が知っ

ておくべき税金や保険、年金等の仕

組みを解説したハンドブックを作成

しました。デジタルブックも作成！ 

 

 
（問）消費生活課 ０７８－３６２－３１５７  

 

めざそうスマコンめざそうスマコンめざそうスマコンめざそうスマコン    
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姫路市消費者協会は、市民への消費生活に関す

る消費者啓発と情報提供を目的として、昨年１２

月１１日、市内の「あいめっせホール」において

消費生活公開講座を開催しました。 

講師は、食に関する啓蒙活動に力を入れてご活

躍中の林裕人さん。「食の楽しみ！！~賢い消費者

になろう~」と題し、心豊かな生活を送るために

は正しい知識を身につけることが大切であること

や、毎日の生活に役立つ新しい情報、魅力的な人

生を送るための知識など、ご自身の経験を交えな

がら楽しく講演いただきました。 

会場は約２８０名の参加者でいっぱいとなり、

講演中は笑いが絶えず、大変盛り上がりました。

また、参加者全員に悪質 

商法についての啓発パン 

フレットを配布し、消費 

者被害の未然防止の呼び 

かけも行いました。 

 
 (問) 姫路市消費生活センター 079-221-2519 

東播磨消費者団体協議会は、１月２９日に稲美町

で理事会を開催し、２月に三木市で開催する「２５

年度ひろば展」のプログラム等について話し合いま

した。ひろば展では、２５年度の実践活動の結果の

発表や大会宣言を行います。 

まず、視察研修で訪問した堺太陽光発電所につい

ては、専門的な説明を関西電力にお願いし、視察研

修の結果の意見等について、三木市の八木会長が発

表し、また、電力に対しての意識の啓発アンケート

の実施結果については、冊子としてまとめられてお

り、ひろば展で全員に配布するとともに、高砂市の

岡本理事が説明することとなりました。続いて、大

会宣言の文案について検討を行い、地球規模でのエ

ネルギー問題について、消費者として身近に感じら

れる取り組みについて宣言することとなりました。 

協議会では、生活の安全性 

を求めて、昭和４７年の設立 

以来、活動を続けてきました。 

今後も、安全で安心な消費生 

活の実現のため、先を見据え 

ながら次代のために取り組んでいきます。 

 (問)東播磨消費生活センター 079-421-0993 

香美町では、子どもがインターネットを通じて

消費者トラブルにあわないための啓発として、県 

消費生活センターとともに小中学校・高等学校の

生徒を対象に出前講座を開催しています。今年度 

は、小学校１校、中学校２校、高等学校４校で、

出前講座を行いました。 

 昨年１２月２０日には、 

町立小代中学校で全校生 

４８名を対象に出前講座 

を開催しました。 

スマートフォンが中学生にも広く普及し、個人情 

報が流出しやすくなっている現状や、インター 

ネットの危険性についてクイズや寸劇を交えな

がら学んでいただきました。受講者からは「ス 

マートフォンやゲーム機を使うときは気をつけ

たい」などの声が寄せられました。 

今後も未成年者から高齢者まで幅広い年齢へ

消費者被害の未然防止と知識の普及に努めてい

きたいと考えています。 

 (問) 香美町消費生活相談窓口 0796-36-1941 
 

製品事故や食の安全・安心など消費者に大き

な不安を与える事件や事故が相次ぐ中、様々な

情報が氾濫し、消費者自身が物事の真偽を見分

けることが難しくなってきています。 

このような状況の中、安心して暮らしていく

ためには、消費者自らが消費者力（自分で理解・

選択・行動できる力）の習得・向上を図ること

が必要です。そのため、淡路では、広く消費者

学習の機会を提供し、消費者問題への関心を高

めることを目的として、食品表示や、くらしに

役立つ法律、リサイクルなどをテーマに、「消費

者力アップリレーセミナー」を平成２５年９月

から毎月６回実施しています。 

(問) 淡路消費生活センター 0799-26--3360 

 

中播磨 東播磨・北播磨 

但 馬 淡 路 

中播磨 
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生活科学総合センター 
〔〔〔〔相談事例相談事例相談事例相談事例〕〕〕〕    

電気ストーブの電源プラグを家具に付属するコンセ
ントに差し、1200 W で約 2 時間使用したところ、
コンセントの差し込み口が変形した。（写真 1、2）    

〔〔〔〔電源電源電源電源プラプラプラプラグとコンセントのグとコンセントのグとコンセントのグとコンセントの接触不良接触不良接触不良接触不良がががが原因原因原因原因〕〕〕〕    
プラグの刃を斜めから抜き差しすることの繰り返し
や経年劣化等により、コンセントの差し込み口内部の
プラグを挟む力（保持力）が緩んだ結果、プラグの刃
受け金具と刃が接触不良となり、異常発熱して、樹脂
が溶けたと考えられます。 

   ２０年前、勤務先にかかってきた電話で勧誘

され、宅建の資格取得の通信講座を申し込んだ。受

講は途中でやめたが、受講料の支払いは済んでい

る。先日、別の事業者から勤務先に電話があり、「以

前の講座の契約を終了させるため、４０万円の最終

教材を送る」と言われたが、断りたい。 

以前に資格講座の契約をした人に対し、新た

な契約を勧めたり、名簿から名前を削除するための

手続費用が必要などとしつこく電話がかかるのは、

資格商法の二次被害です。料金の支払いが済んでい

れば、途中で受講を止めていても、契約は終了して

おり、新たに契約する必要はありません。 

電話勧誘販売では、一度断った消費者に対し、継

続して勧誘したり、日を改めて再勧誘することは法

律で禁止されています。勧誘を断わっても、しつこ

く電話がかかるようであれば、消費生活センターに

相談してください。また、電話勧誘販売で契約した

場合、契約書面を受け取ってから８日間はクーリン

グ・オフ（無条件解約）が可能です。クーリング・

オフについても、お問い合わせください。 

証券会社を名乗る人物から、ある企業の社債

を購入しないかと電話があった。「社債を購入でき

る人のリストにあなたの名前が掲載されている。購

入したい人のために名義を貸してほしい」と言われ

た。社債の発行元から書類が届いたら連絡するよう

に言われたが、どういうことなのか。 

   社債・未公開株・外国通貨など詐欺的な投資

に関する被害が全国で多発しています。この証券会

社を調べたところ、金融商品等を販売するための登

録を受けておらず、詐欺的な事業者と思われます。

代わりに購入すれば高く買い取る、謝礼をする、儲

かると言われて購入しても、購入後は事業者と連絡

がつかなくなり、払ったお金を取り戻すことはほぼ

不可能になります。同様の勧誘電話があったり、パ

ンフレットなど案内の書類が送られてきたりして

も、絶対に取り合わないようにしてください。 

また、過去に被害に遭った人の名簿をもとに、損

を取り戻せるなどと、新たな投資を勧められる二次

被害も起きています。少しでも不審に思ったら、最

寄りの消費生活センターに相談してください。 

社債購入社債購入社債購入社債購入のののの名義名義名義名義    

東播磨消費生活センター 

資格商法資格商法資格商法資格商法のののの二次被害二次被害二次被害二次被害    

（問）東播磨消費生活センター ０７９－４２１－０９９３ 

写真1. 苦情品外観 

〔〔〔〔電源電源電源電源プラグとコンセントのプラグとコンセントのプラグとコンセントのプラグとコンセントの取扱上取扱上取扱上取扱上のののの注意点注意点注意点注意点〕〕〕〕    
電源プラグやテーブルタップ（延長コード等）
を取り扱う際は、次の点に注意しましょう。 

 
● 電源プラグは、手でプラグを持ち、

テーブルタップやコンセントに真っ直
ぐに抜き差しする。  

● 電源プラグをコンセントに差しても
プラグが抜けやすい、又は電源プラグ
やテーブルタップが触れないほど過熱
する際は、使用を中止する。  

● テーブルタップの定格容量の範囲内
で使用する。 

また、電源コードについても、コードを繰り

返し曲げたりねじったりしない、 

束ねて使用しない、コードの上に 

物を置かない、家具等の脚で押さ 

えない等の注意が必要です。 

（問）生活科学総合センター 078-303-0999 

 

写真2. 家具に付属する 
コンセント 
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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  （URL）http://twitter.com/HyogoShohi 

ツイッター hyogoshohi 検索 

最新情報を掲載。どうぞご利用ください。 
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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----0993099309930993        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                                                                                                                        

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----0999  0999  0999  0999      

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----5555059059059059    

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----1999  1999  1999  1999      

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----1686  1686  1686  1686      

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----2225 2225 2225 2225     

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        ����    0790790790799999----64646464----0999099909990999    

噺家の林家染二さんを迎え、最近の 
消費者トラブルをお話や落語で紹介。 

笑いながら、楽しく、だまされない 
コツを学びましょう！ 参加費無料。 
 
◇日時日時日時日時 ３月３日（月）10:00～12:30  
◇場所場所場所場所 兵庫県民会館１１階 パルテホール 

（神戸市中央区下山手通４－１６－３）  
◇主催主催主催主催 コープこうべ、兵庫県生活協同組合連合会、 

ひょうご消費者ネット、消費者支援機構関西  
◇申込申込申込申込 ①氏名②所属団体③住所④電話番号を 

明記の上、ＦＡＸでお申し込みください。 
ＦＡＸ：０７８－３９２－２０５９ 

無料無料無料無料    

消費者消費者消費者消費者はもうはもうはもうはもう泣泣泣泣きききき寝入寝入寝入寝入りせぇへんでりせぇへんでりせぇへんでりせぇへんでーーーー    

（問）兵庫県生活協同組合連合会 078-391-8634 

消費者消費者消費者消費者セミナーセミナーセミナーセミナー（（（（会場会場会場会場：：：：加古川総合庁舎加古川総合庁舎加古川総合庁舎加古川総合庁舎））））    
①①①①法律入門講座法律入門講座法律入門講座法律入門講座    ――――くらしとくらしとくらしとくらしと契約契約契約契約――――    

２月２１日（金）13：30～15：00 
   講師：上田 孝治さん（弁護士） 

②②②②心理学者心理学者心理学者心理学者にににに教教教教わるわるわるわる「「「「騙騙騙騙されるされるされるされる心理心理心理心理」」」」    
２月２７日（木）13：30～15：00 

   講師：西田 公昭さん（立正大学教授）  
≪申込先≫ 東播磨消費生活センター 
TEL079-421-0993  FAX 079-424-0853 
    

消費者消費者消費者消費者のつどいのつどいのつどいのつどい（（（（会場会場会場会場：：：：県立丹波県立丹波県立丹波県立丹波のののの森公苑森公苑森公苑森公苑））））    
２月２２日（土）13：00～16：00 

☆講演①「毎日の買い物で、ごみを減らそう」 
☆講演②「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度） 

上手な活用法と注意点」 
☆寸 劇 劇団たんしょうれん  

≪申込先≫ 丹波消費生活センター 
TEL0795-72-2127  FAX 0795-72-0899 

 

ナビに従って郵便番号を知らせると 
お近くの相談窓口につながります    

 

                                                                                                                                                
����    0570 0570 0570 0570 ----    064 064 064 064 ----    370 370 370 370  

守ろうよ  みんなを 


