
 
1 

 
 

 

兵庫県が大学生協阪神事業連合と協働で実

施している先駆的な取り組みとして、大学生

が実行委員会を立ち上げ、企画・運営するワ

ークショップがあります。 

１１月１７日には、主に中播磨地区にある

６大学の学生２１名が集い、「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」が開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
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。 

 

 

ワークショップでは、兵庫県情報セキュリテ

ィサポーターの篠原嘉一さんから、スマホの危

険性やその具体例を聞いた上でグループに分か

れ、スマホの強みや弱み、そこから生じる問題

に対する解決策や防御策について考えました。 

最後のグループ発表では、「スマホの長所と短

所は表裏一体。趣味の繋がり等ケータイ以外で

のコミュニケーション能力を高めることが必

要」「自ら学んで周囲に伝えることが大事」など

の意見があり、大学生は他のグループの発表内

容に熱心に聞き入っていました。 

（問）消費生活課 078-362-3157 

県では､より安全で安心できる食品を県民に提

供するため､県内の食品関係事業者に対して、高度

な食品の衛生管理システムである HACCP （ハサ

ップ）の導入等を要件とした｢兵庫県食品衛生管理

プログラム｣（兵庫県版 HACCP 認定制度）を推

進しています。これまで 29 社が認定されていま 

すが、新たにゴールドエッグ（株）が鶏卵の選別 

包装工程で認定され、11 月２５日、北播磨県民 

局で、同社の浪越智取締役社長へ認定書が交付さ 

れました。同社小野支店小野ＧＰセンターでは、鶏

卵の殺菌工程の改善や、契約する養鶏場に徹底した

鶏舎の管理を要請し、県版ＨＡＣＣＰに取り組んで

きており、同社の浪越社長は、 

「食の安全安心は今や当たり 

前。認定を商品に反映させる 

ことが今後のポイント」と 

述べられました。 

（問）生活衛生課 078-362-3258 

～HACCP とは？～  

全ての製造段階で予想される危害（有害微生物、異物等）を予測し、その危害を防止するための重要管理

点を特定、そのポイントを継続監視することにより、製品の安全性を保証しようとする衛生管理法です。 
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子どもたちの生活にスマートフォン（スマ

ホ）が急速に普及しています。それに伴い、

ネットいじめや個人情報の流出、不当請求な

どのトラブルの相談が増加しており、スマホ

の正しい使い方について学ぶ必要性が高まっ

ています。 

そこで神戸市では、 

市内の小・中学校に消 

費者問題の専門家「消 

費生活マスター」を派 

遣し、出前講座『あな 

たのスマホ、だいじょうぶ？』を実施してい

ます。講座では、スマホの正しい使い方やそ

の落とし穴、個人情報の重要性などをパワー

ポイントやＤＶＤなどを活用しながら、わか

りやすく、楽しく学べるよう工夫しています。 

スマホのルールについて家族で話し合うよ

う指導するとともに、今後も各学校の状況に

合わせた、きめ細やかな出前講座を開催して

いきます。 

 
(問) 神戸市消費生活課 ０７８－３２２－５１８５ 

東播磨消費者団体協議会は、１１月１８日に関

西電力堺太陽光発電所での視察研修を実施しまし

た。平成２５年度の実践活動テーマ「電力に対し

ての意識の啓発」に基づき、環境に配慮した再生

可能エネルギーについて調査することを目的とし

たものです。 

平成２３年９月に全面運転を開始した堺太陽光

発電所の出力は１万 kＷ、二酸化炭素削減量は年

間約 4,000 トンになるとのことです。現地では、

甲子園球場約５個分の敷地に約７万 4,000 枚の

太陽電池パネルが設置された施設を目の当たりに

し、その日本最大級の規模に、誰もが我が国の今

後のエネルギー消費のあり方について考えるとと

もに、それぞれの地域においても、再生可能エネ

ルギーの創造に取り組む必要性を痛感しました。  

協議会では、これから 

も安全で安心な消費生活 

の実現に向けて、引き続 

き、再生可能エネルギー 

などについて学び、節電 

等の普及啓発に努めます。 
(問)東播磨消費生活センター 079-421-0993 

市川町消費者の会では、12 年前より、毎年

10 月に老人会共催の学習会を行ってきました。 

 「悪徳商法の被害にあわないために」をテーマ

に、弁護士や神崎郡消費生活中核センターの所

長、相談員の方々を講師に迎え、私たちも寸劇な

どで分かりやすく悪質商法の手口や相談窓口の

紹介などの注意喚起を行っています。 

 最近では、町内各地の公民館で行われている 

ふれあいサロンの出前 

講座にも出かけ、寸劇 

を上演しています。 

このような活動を通

して、私たちの会を知 

った方から気軽に相談もいただくようになり、お

役に立てていることを実感しています。 

これからも情報の発信と収集に努め、『この町

はみんな勉強していて誰も引っかからないので

儲からない』と悪質な業者に言わせる取り組みを

進めます。 

 (問) 市川町住民税務課 0790－26－1011 

消費者団体「豊岡くらしの会」は、不用品相互

利用拠点「なでしこセンター」を毎週火曜日に開

設しています。「もったいない」の気持ちを大切

に、使っていない品物を必要とする方につなぐお

手伝いをしています。家庭用品のリサイクルの

他、牛乳パックの回収、無添加食品の共同購入な

ども行っています。開設場所の移転を機に開催し

たバザーには、多くの市民が来店され、目当ての

品物を購入されていました。 

また、紙芝居で消費生

活講座を開催したり、市

と共催した啓発講座

「知って安心くらしの

笑百科」で「訪問販売撃 

退ソング」を披露するなど、市内から悪質な訪問

販売業者を追い出す取り組みも行っています。 

一人でも多くの市民に「かしこい消費者」に 

なっていただくことを目指して活動しています。 

 
(問) 豊岡市くらしの相談室 0796-21-9001 

神戸・阪神 東播磨・北播磨 

中播磨 但 馬 
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生活科学総合センター 

犬に急制動をかけるたび、リールの突起とロ

ック部品が繰り返し衝突し、樹脂が摩耗したと

考えられます。 
    
〔〔〔〔衝撃荷重衝撃荷重衝撃荷重衝撃荷重やややや耐久性試験耐久性試験耐久性試験耐久性試験のののの実施実施実施実施をををを要望要望要望要望〕〕〕〕    

製造業者は犬が突然走り出したことを想定

した衝撃荷重や耐久性に関する試験を実施し

ていなかったため、衝撃荷重やロック機構の耐

久性に関する試験の実施及び「使用前にロック

機構の動作を確認する」旨の注意表示を追記す

ることを要望しました。 

（問）生活科学総合センター 078-303-0999 

〔〔〔〔相談事例相談事例相談事例相談事例〕〕〕〕犬用伸縮リードに飼い犬をつないで散歩

させていたところ、犬が突然走り出したため、犬用

伸縮リードのロックをかけたが止まらず、リードが

出続けた。慌ててリードを右手でつかんで犬を止め

たが、その際に中指と薬指に擦過傷を負った。 
〔〔〔〔苦情品苦情品苦情品苦情品のリードをのリードをのリードをのリードを止止止止めるめるめるめる仕組仕組仕組仕組みみみみ〕〕〕〕（写真 1 及び 2） 

①本体外側のロックスイッチを動かすと、苦情品内

部の樹脂製ロック部品が押し込まれる。 

②押し込まれたロック部品が、リードを巻き取る円

盤状の部品（リール）の突起に当たり、回転が停止。 
〔〔〔〔樹脂樹脂樹脂樹脂のののの変形変形変形変形、、、、破損破損破損破損によりロックがによりロックがによりロックがによりロックが効効効効かないかないかないかない〕〕〕〕    

苦情品及び同型新品を分解した結果、リール側の

突起は変形し、ロック部も削れており、両部品のか

み合わせができない状態でした（写真 3）。 

「新聞を読んでほしいので、試しに１週間

入れてよいか」と電話があり、了承した。 

数日後、販売員が来訪。家族は不在で、高齢の母が

対応し、言われるままに、配達期間が数年先の契約

書に署名してしまった。解約したい。 

新聞の訪問販売の相談は、毎年、多く寄せ

られています。契約書に期間の記載がある 

場合は、クーリング・オフ期間を経過すると、正当

な理由（死亡等）がない限り、双方の合意がなけれ

ば解約はできません。契約書に署名する前に、購読

期間などを確認して、契約書の控えも保管しておい

てください。また、景品表示法の範囲（上限額は取

引価格の８％または６ヶ月分の購読料金の８％の

いずれか低い金額）を超える景品をもらい、契約を

した場合、解約の際に、景品代の返還でトラブルに

なることもあります。 

将来のことは誰にもわかりません。長期間や数年

先の契約は慎重にしてください。 

耳鳴りに悩み、医療機関で検査をしたが、原

因がわからなかった。知人に誘われ、スーパ 

ーに併設された電位治療器の無料体験会場に１週

間通った。そこで、店員から「この電位治療器を使

い続けると、耳鳴りは改善する」と口頭で説明を受

け、購入したが、効果がない。 

家庭用医療器具は、薬事法に基づき、器具ご

とに広告が認められる効能効果が決まってい 

ます。電位治療器は、「頭痛、肩こり、不眠症および

慢性便秘の緩解」のみ表示することができます。 

「耳鳴りが良くなる」など、「病気の予防ができる」

「病気が治る」といったセールストークは認められ

ていません。 

このような認められないセールストークで消費者

が誤認して契約した場合は、契約後、一定期間は契

約の取消しができる場合があります。セールストー

クを鵜呑みにせず、不明なこと、不審なことがあれ

ば、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。 

電位治療器 

西播磨消費生活センター 

新聞の訪問販売にご注意 

（問）西播磨消費生活センター 0791-58-0993 

犬用伸縮リードは、使用前にリードが確実
にロックされるかを確認しましょう。 
また、ロックが効きにくい状態があれば、
使用を止める等の注意が必要です。 

写真1. 苦情同型品の構造 

ロックスイッチロックスイッチロックスイッチロックスイッチ 

ロックロックロックロック 

部品部品部品部品 

ロックロックロックロック部品部品部品部品がががが
移動移動移動移動。。。。 
リールのリールのリールのリールの回転回転回転回転
をををを止止止止めるめるめるめる。。。。 

写真2. 苦情同型品のロック機構 

  
ロックロックロックロック部部部部がががが
一部削一部削一部削一部削れてれてれてれて
いるいるいるいる 

写真3. 苦情品のかみ合わせの状態 

リードがリードがリードがリードが
伸伸伸伸びるびるびるびる 
リールのリールのリールのリールの
回転方向回転方向回転方向回転方向 

リールのリールのリールのリールの突起突起突起突起
がががが摩耗摩耗摩耗摩耗しししし変形変形変形変形 

 
リールリールリールリール
のののの突起突起突起突起 

拡大 
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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 
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神神神神    戸戸戸戸    市市市市        ����    078078078078----373737371111----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----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----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        ����    0799079907990799----64646464----0999099909990999    

    

 

 

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・サービス・サービス・サービス

をををを選選選選ぶぶぶぶ大切大切大切大切なななな基準基準基準基準でででで、、、、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、、、、わわわわ

かりやすいことがかりやすいことがかりやすいことがかりやすいこと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、、、、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

よりもいいものよりもいいものよりもいいものよりもいいもの((((優良優良優良優良))))やややや得得得得するするするする((((有利有利有利有利))))ようにようにようにように

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品商品商品商品やややや

サービスのサービスのサービスの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、、、、景品表示法景品表示法景品表示法景品表示法ではではではでは、、、、消費者消費者消費者消費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。。。。    

 

※※※※    詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは    兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ののののＨＰＨＰＨＰＨＰ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    

http://web.pref.hhttp://web.pref.hhttp://web.pref.hhttp://web.pref.hyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.htmlyogo.lg.jp/kf13/keihyouhou.html    

 

（問）消費生活課 ０７８－３６２－３３７８ 

うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を禁止しています！

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表表表

示示示示だったがだったがだったがだったが、、、、実際実際実際実際はブランドはブランドはブランド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    

ほんとはブランドほんとはブランドほんとはブランドほんとはブランド牛牛牛牛    
じゃないよ･･･じゃないよ･･･じゃないよ･･･じゃないよ･･･    

 （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。 


