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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。 

 

 
高齢者を中心とした、未公開株や健康食品に

関する消費者被害の相談件数が増加し、社会的

にも大きな問題となっていることから、兵庫県

では、９～１０月を「高齢者被害防止対策強化

キャンペーン」月間とし、高齢者の消費者被害

防止の強化に取り組みました。 
  

『 高 齢 者 被 害 防 止 街 頭 キ ャ ン ペ ー ン 』 
 １０月８日（火）、日本証券業協会、近畿財務

局神戸財務事務所及び兵庫県警察本部との協働

により、街頭キャンペーンを行いました。ＪＲ

三ノ宮駅構内で兵庫県消費者行政マスコットキ

ａ 

ら、還付金詐欺や利殖商法、送りつけ商法等に関

する注意喚起を行いました。 
  

パネル展『かしこい消費者になりましょう！』
１０月１０日（木）、兵庫県生活協同組合連合

会及び兵庫県警察本部の協力により兵庫県民会

館で開催された「２０１３年度兵庫県生協大会」

の会場でパネル展を 

実施しました。 

消費者トラブルの 

未然防止・拡大防止、 

高齢者の消費者被害 

を防ぐために必要な 

見守り意識の高揚を図るため、悪質商法や多重債

務、商品テストに関する２３枚のパネルを展示

し、消費者被害防止の啓発を行いました。 

（問）消費生活課 ０７８－３６２－３１５７ 

 

 

相談」、「こころの相談」にも対応する『合同無 

料相談会』を開催します。 

どの会場でも相談できます。事前に予約先まで

兵庫県多重債務者対策協議会兵庫県多重債務者対策協議会兵庫県多重債務者対策協議会兵庫県多重債務者対策協議会はははは、「、「、「、「多重債務者相談強化多重債務者相談強化多重債務者相談強化多重債務者相談強化キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みとしてみとしてみとしてみとして、、、、借金借金借金借金でででで

おおおお悩悩悩悩みのみのみのみの方方方方をををを対象対象対象対象にににに、、、、債務整理相談債務整理相談債務整理相談債務整理相談をををを中心中心中心中心にににに、「、「、「、「家計管理相談家計管理相談家計管理相談家計管理相談」、「」、「」、「」、「こころのこころのこころのこころの相談相談相談相談」」」」にもにもにもにも対応対応対応対応するするするする『『『『合合合合
同無料相談会同無料相談会同無料相談会同無料相談会』』』』をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは県県県県ホームページホームページホームページホームページ（（（（http://goo.gl/wTMftWhttp://goo.gl/wTMftWhttp://goo.gl/wTMftWhttp://goo.gl/wTMftW））））をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

ャラクターや兵

庫県警察本部シ

ンボルマスコッ

トが登場し、チ

ラシや啓発グッ

ズを配布しなが

ら、還あ 

 

開催日開催日開催日開催日    時時時時    間間間間    会会会会    場場場場    

12/７（土） 

９:30～12:00 たつの市はつらつセンター 

13:30～16:30 芦屋市消費生活センター 

13:00～16:00 但馬消費生活センター 

12/８（日） 

13:00～15:30 神戸市生活情報センター 

13:30～17:30 三田市まちづくり協働センター 

13:00～16:00 洲本総合庁舎 

12/13（金） 13:30～16:00 神戸地方合同庁舎 

 

    
開催日開催日開催日開催日    時時時時    間間間間    会会会会    場場場場    

 
 
 

 
12/14（土） 

 
 

13:30～16:30 尼崎市立消費生活センター 

13:00～16:00 播磨町南部コミュニティセンター 

13:00～16:00 西脇市民会館 

13:30～16:30 姫路職員福利センター 

13:00～16:00 丹波の森公苑 

12/1５（日） 13:00～16:00 加古川市立勤労会館 

※※※※どのどのどのどの会場会場会場会場でもでもでもでも相談相談相談相談できますできますできますできます。。。。    

※※※※事前事前事前事前にににに電話電話電話電話でおでおでおでお申申申申しししし込込込込みくださいみくださいみくださいみください。。。。 
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東播磨・北播磨 

東播磨消費者団体協議会は、平成 2５年度実践活

動のテーマを「電力に対しての意識の啓発」として

います。快適な生活スタイルを追い求めた結果、地

球規模での環境危機を招いてしまった事態を踏ま

え、原子力発電に依存した電力を使用する暮らし方

を見直そうとするものです。 

実践活動のテーマを５月の総会で決定してから、

啓発アンケートの実施について、理事会で協議を重

ねてきました。電力使用量の 

削減に向けて、自分自身の意 

識や行動の現状を確認し、今 

後何をなすべきかを考えてい 

ただく調査を実施することになりました。 

現在、協議会会員によるアンケートへの回答が行

われています。とりまとめた結果は、２月に三木市

で開催する「ひろば展」で報告する予定です。 

協議会では、次世代のことを考えた生活スタイル

を提案し、安全で安心な消費生活の実現に向けて取

り組んでいきます。 

 (問)東播磨消費生活センター 079-421-0993 

佐用町では、ほぼ町内の全家庭が加入するＣＡＴ

Ｖ「佐用チャンネル」を利用した消費者問題啓発の

自主放送を放映しています。 

放送内容は、消費生活専門員が消費者問題を分か

りやすく解説するほか、最近、町内で発生した高齢

者を狙った還付金詐欺や、本年度特に相談件数の多

かった健康食品の送り付け商法などについて、実例

をもとに紹介し、注意点とクーリング・オフなどの対

処方法をわかりやすく説明し、より身近な自宅で学

べる消費者啓発を行っています。 

番組の中では、佐用町のゆるキャラ「おさよん」

も、「悪徳商法にご注意を！」のタスキをかけて登

場し、お年寄りから子どもたちにまで消費者被害の

撲滅を呼びかけています。 

今後も町内から消費者被害 

を発生させないよう、タイム 

リーな話題をできるだけ素早 

く知らせる自主番組の制作を 

続けていく予定です。 

西播磨 

 

(問) 佐用町消費生活センター  0790-82-0670 

淡 路 

淡路市では、くらしの安全・安心推進員と

協働し、初めての試みとして、折り紙で悪質

商法防止啓発のためのしおりを作るイベント

を８月１８日（日）～２０日（火）の３日間、

イオン淡路店で実施しました。 

商業施設での開催という 

こともあり、買い物客が大 

勢参加しました。 

折り紙のしおりづくりを 

楽しみながら、しおりに 

標語を書き込み、高齢者の方の啓発用しおり

として作成するというもので、参加された方

に大変好評でした。 

気軽に参加できるイベントとすることによ

り、多くの方に消費者問題を身近に感じ、悪

質商法防止啓発運動を体験いただくことがで

きました。これからも、消費者参加型の啓発

運動を実施していきたいと考えています。 

(問) 淡路市消費生活センター 0799-64-2508 

 

 西宮市では、７月 30 日に「夏休み親子消費

者教室」を開催しました。当日は、NPO 法人

C・キッズ・ネットワークより講師が派遣され、

市内の小学校１年生から３年生の親子 20 組

40 名が「レッツトライ商売！本日開店かき氷

屋さん」というゲームに参加しました。 

参加者は、「お金は働いて稼ぐもの」、「約束

は守る」、「商売には工夫と努力が必要」という

３つのテーマを楽しく学び、その後、グループ

に分かれてカードゲームをしたり、工作で貯金

箱を作ったりしました。 

教室終了後には、「か 

き氷屋さんゲームが楽し 

かった」、「お金の大切さ 

が分かりました」、「いろ 

いろなゲームや工作で、お友達ができてうれし

かった」など、参加者からの感想が寄せられま

した。 

神戸・阪神 

(問) 西宮市消費生活センター 0798-69-3157 
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（問） 

証券会社を名乗る知らない事業者から

「株を買うので名前を貸して欲しい」と 

電話があった。話を聞いただけなのに、後日「購

入した株を別会社に売り、利益が出たのでその

分を払う。証券が届くが、その前に電話がかか

ってくるのでハイハイと答えるように」と言わ

れた。証券が届いたらどうすればよいか。 

   複数の事業者が登場し消費者の投資意欲

をあおる「劇場型」、過去に被害にあった 

消費者に被害回復をうたう「被害回復型」、謝礼 

や高値買い取りを約束する「代理購入型」など、 

消費者の心理につけ入った勧誘手口で、新たな 

儲け話の手口が次々と発生しています。 

相談者は、電話で話を聞いてしまいましたが、

契約する意思はなかったので、契約は成立して

いません。一度話を聞くと何度も電話をかけて

くる可能性があるので、必要のない勧誘はきっ

ぱりと断りましょう。 

断り切れずに契約してしまったら、すぐに消

費生活センターに相談しましょう。 

番号選択式宝くじの当選番号を事前に教

えてもらうのと引き換えに、高額な情報や 

預託金を支払った、といった相談が多数寄せられ

ています。 

宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽

選結果が事前にわかることは絶対にありません。

当選金がすぐに手に入るかのように誘い、大金を

振り込ませるために次々と理由を付けている詐

欺の手口で、電話やメール、手紙等が来ても無視

しましょう。支払ったお金を取り戻すことは難し

いので、絶対に支払わないようにしましょう。 

 おかしいと思ったときは、お近くの消費生活セ

ンター等にご相談ください。 

不審な株の売買契約 宝くじの当選番号を教える？ 

中播磨消費生活センター 

「宝くじの当選番号予想会社に登録した

ら、当選番号を教える。不当選なら返金す 

る」とメールが届いた。当たらなくても返金され

ると思い、料金を振り込んだ。「情報が漏れたの

で、番号を急きょ変更した。来週は確実」とメー

ルが届いた。宝くじには当選しないし、返金もす

ぐにしてくれない。だまされたのか。 

（ 問 ） 中 播 磨 消 費 生 活 セ ン タ ー 

 

健康科学研究センター 

その他、今年 4 月以降、中国で患者が報告され

た A(H7N9)ウイルスや東南アジアを中心に報告

されているA(H5N1)ウイルスについても、万が一

に備えて迅速な検査診断体制を整えています。  

感染症部 主任研究員 押部智宏 

 

 

秋から冬へと寒さが増してくると、インフルエン

ザの流行期を迎えます。例年、12 月から 3 月まで

の冬季に流行します (図)。症状は、38℃以上の発

熱、頭痛、筋肉や関節痛が突然現われます。 

これらを引き起こすインフルエンザウイルスは、

A香港型、A(H1N1)pdm09など、様々なタイプ（亜

型）に分類されますが、研究センターでは、県内の

発生動向を把握するため、定点医療機関で採取され

た検体からウイルス亜型の同定検査を行っていま

す。昨シーズンは、A香港型が主流となりました。 

さらに、抗ウイルス薬の耐性変異の検査や HA

（ヘマグルチニン）遺伝子の系統樹解析により、ワ

クチン株と比較して変異の度合いを調べています。 

昨シーズンの系統樹解析では、県内のウイルスは

共にワクチン株と近似しており、高いワクチンの効

果が期待できる結果となりました。 

 （問）健康科学研究センター   078-511-6640 

過去 3シーズンのインフルエンザの流行状況   
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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----0000999999999999    

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    

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----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    

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

     

    

    

    

        

    

 

 (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。 

 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 

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    

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----0993 0993 0993 0993     

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    

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    ����    0000120120120120----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））））    

品質品質品質品質やややや価格等価格等価格等価格等はははは消費者消費者消費者消費者がががが商品商品商品商品・サービスを・サービスを・サービスを・サービスを選選選選ぶぶぶぶ基準基準基準基準ででででありありありあり、、、、そのそのそのその表示表示表示表示はははは正正正正しくしくしくしく
・ ・ ・

、、、、

わかりやすいことわかりやすいことわかりやすいことわかりやすいこと
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

がががが大前提大前提大前提大前提ですですですです。。。。ところがところがところがところが、、、、現在現在現在現在、、、、新聞新聞新聞新聞にもにもにもにも大大大大きくきくきくきく報道報道報道報道されているようにされているようにされているようにされているように、、、、

商品商品商品商品やサービスについてやサービスについてやサービスについてやサービスについて、、、、実際実際実際実際よりもよりもよりもよりも優良優良優良優良やややや有利有利有利有利にににに見見見見せかけたせかけたせかけたせかけた表示表示表示表示がががが行行行行われるとわれるとわれるとわれると、、、、適切適切適切適切なななな商商商商

品品品品やサービスのやサービスのやサービスのやサービスの選択選択選択選択がががが妨妨妨妨げられてしまいますげられてしまいますげられてしまいますげられてしまいます。。。。    

このためこのためこのためこのため、、、、景品表景品表景品表景品表示法示法示法示法ではではではでは、、、、消費消費消費消費者者者者にににに誤認誤認誤認誤認されるようなされるようなされるようなされるような不当不当不当不当なななな表示表示表示表示をををを禁止禁止禁止禁止していますしていますしていますしています！！！！    
※※※※詳詳詳詳しいしいしいしい内容内容内容内容はこちらはこちらはこちらはこちら→→→→    http://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.html    

 
「「「「１００１００１００１００％％％％果汁果汁果汁果汁」」」」とととと表示表示表示表示したジュースのしたジュースのしたジュースのしたジュースの    

果汁成分果汁成分果汁成分果汁成分がががが、、、、実際実際実際実際にはにはにはには６０６０６０６０％％％％だっただっただっただった。。。。    

国産有名国産有名国産有名国産有名ブランドブランドブランドブランド牛牛牛牛のののの肉肉肉肉であるかのようなであるかのようなであるかのようなであるかのような表示表示表示表示

だったがだったがだったがだったが、、、、実際実際実際実際にはブランドにはブランドにはブランドにはブランド牛牛牛牛ではなかったではなかったではなかったではなかった。。。。    

実実実実はははは果汁果汁果汁果汁６０６０６０６０％％％％････････････    

１００％果汁 

ほんとはほんとはほんとはほんとは国産有名国産有名国産有名国産有名    

ブランドブランドブランドブランド牛牛牛牛じゃないよ･･･じゃないよ･･･じゃないよ･･･じゃないよ･･･    

有名ブランド牛 

（問）消費生活課 ０７８－３６２－３３７８ 

（問）消費生活課 ０７８－３６２－３１５７ 

 

９９９９月月月月からからからから西宮西宮西宮西宮・・・・姫路姫路姫路姫路のののの２２２２会場会場会場会場でででで開講中開講中開講中開講中のののの「「「「ひょひょひょひょ

うごうごうごうご暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの大学大学大学大学」。」。」。」。このこのこのこの大学大学大学大学はははは、、、、消費者力向上消費者力向上消費者力向上消費者力向上

のためののためののためののための実践実践実践実践リーダーのリーダーのリーダーのリーダーの養成養成養成養成をををを目的目的目的目的にににに実施実施実施実施するするするする

ものでものでものでもので、、、、今年度今年度今年度今年度はははは、、、、３３３３期生期生期生期生としてとしてとしてとして計計計計５３５３５３５３名名名名がががが入講入講入講入講

しましたしましたしましたしました。。。。    

「「「「今今今今、、、、生生生生きるきるきるきる社会社会社会社会をををを知知知知るるるる」「」「」「」「共共共共にににに生生生生きるきるきるきる」「」「」「」「自自自自らららら    

 

のののの柱柱柱柱でカリキュラムがでカリキュラムがでカリキュラムがでカリキュラムが組組組組まれまれまれまれ、、、、来年来年来年来年３３３３月月月月までまでまでまで全全全全

１２１２１２１２回回回回にわたりにわたりにわたりにわたり講座講座講座講座やややや施設見学施設見学施設見学施設見学がががが行行行行われますわれますわれますわれます。。。。    

    「「「「気負気負気負気負わずわずわずわず、、、、気楽気楽気楽気楽にコミュニケーションにコミュニケーションにコミュニケーションにコミュニケーション」」」」とととと

いうテーマではいうテーマではいうテーマではいうテーマでは、、、、初対面初対面初対面初対面のののの受講生同士受講生同士受講生同士受講生同士がががが会話会話会話会話をををを

弾弾弾弾ませませませませ、「ＳＮＳ、「ＳＮＳ、「ＳＮＳ、「ＳＮＳってってってって大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫？」「？」「？」「？」「カードゲームカードゲームカードゲームカードゲーム

でででで体験体験体験体験するするするする災害災害災害災害」」」」というテーマではというテーマではというテーマではというテーマでは、、、、受講生受講生受講生受講生はははは

身近身近身近身近にににに起起起起こりうるこりうるこりうるこりうる危険危険危険危険についてについてについてについて熱心熱心熱心熱心にににに聞聞聞聞きききき入入入入

っていましたっていましたっていましたっていました。。。。    

またまたまたまた、、、、昨年度修了昨年度修了昨年度修了昨年度修了したしたしたした２２２２期生期生期生期生がががが    

「「「「くらしのくらしのくらしのくらしの大学二樹会大学二樹会大学二樹会大学二樹会」」」」をををを立立立立ちちちち上上上上    

げげげげ、、、、消費生活消費生活消費生活消費生活にににに関関関関するするするする活動活動活動活動をををを続続続続けけけけ    

ていますていますていますています。。。。    

考考考考ええええ、、、、行動行動行動行動するするするする

力力力力をををを養養養養うううう」「」「」「」「取取取取

りりりり組組組組みのみのみのみの実践実践実践実践

にににに学学学学ぶぶぶぶ」」」」のののの４４４４つつつつ    

第１回講座の様子 

（西宮会場） 

（不当な表示例） 


