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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。 

 

 

月間月間月間月間のののの取組取組取組取組のののの一一一一つとしてつとしてつとしてつとして、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの消費者消費者消費者消費者トラブトラブトラブトラブ

ルルルル防止防止防止防止のためののためののためののための研修研修研修研修会会会会をををを開催開催開催開催しししし、、、、約約約約２００２００２００２００名名名名のののの参加参加参加参加

がありましたがありましたがありましたがありました。。。。    

はじめにはじめにはじめにはじめに、、、、消費者消費者消費者消費者トラブルをトラブルをトラブルをトラブルを題材題材題材題材にしたにしたにしたにした寸劇寸劇寸劇寸劇がががが上上上上

演演演演されされされされ、、、、そのそのそのその後後後後、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる    

消費者消費者消費者消費者トラブルのトラブルのトラブルのトラブルの現状現状現状現状についについについについてててて、、、、    

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のののの本多相談本多相談本多相談本多相談    

事業部長事業部長事業部長事業部長からからからから、、、、トラブルのトラブルのトラブルのトラブルの特徴特徴特徴特徴やややや    

悪質商法悪質商法悪質商法悪質商法のののの手口手口手口手口、、、、対処法等対処法等対処法等対処法等などなどなどなど、、、、    

具体例具体例具体例具体例をををを交交交交えたわかりやすいえたわかりやすいえたわかりやすいえたわかりやすい講演講演講演講演がありましたがありましたがありましたがありました。。。。                                                

最後最後最後最後にににに、、、、投資詐欺投資詐欺投資詐欺投資詐欺やややや訪問販売等訪問販売等訪問販売等訪問販売等のののの被害被害被害被害にににに巻巻巻巻きききき込込込込まままま

れやすいれやすいれやすいれやすい高齢者高齢者高齢者高齢者をををを悪質悪質悪質悪質商法商法商法商法からからからから守守守守るるるるためにためにためにために作成作成作成作成ささささ    

 増加増加増加増加しているしているしているしている高齢者高齢者高齢者高齢者のののの消費者消費者消費者消費者トラブルのトラブルのトラブルのトラブルの未然未然未然未然・・・・拡大防止拡大防止拡大防止拡大防止のためのためのためのため、、、、9999～～～～１０１０１０１０月月月月をををを高齢者高齢者高齢者高齢者のののの消費者被害防消費者被害防消費者被害防消費者被害防

止対策強化止対策強化止対策強化止対策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月間月間月間月間としてとしてとしてとして、、、、県内各地県内各地県内各地県内各地のののの様様様様々々々々なイベントなイベントなイベントなイベント等等等等をををを通通通通じじじじ、、、、啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動をををを強化強化強化強化していますしていますしていますしています。。。。    

（（（（問問問問））））消費生活課消費生活課消費生活課消費生活課    ０７８０７８０７８０７８－－－－３６２３６２３６２３６２－－－－３３７６３３７６３３７６３３７６    

れたれたれたれた「「「「高齢者見守高齢者見守高齢者見守高齢者見守りカードりカードりカードりカード」」」」についてについてについてについてのののの説明説明説明説明がががが

ありありありあり、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの支援支援支援支援やややや見守見守見守見守りをりをりをりを行行行行うううう人人人人たちたちたちたちにカにカにカにカ

ードのードのードのードの活用活用活用活用をををを呼呼呼呼びかけましたびかけましたびかけましたびかけました。。。。    

    会場会場会場会場ではではではでは、、、、講演講演講演講演やややや説明説明説明説明にににに聞聞聞聞きききき入入入入りりりり、、、、熱心熱心熱心熱心にメにメにメにメ

モをとるモをとるモをとるモをとる参加者参加者参加者参加者のののの姿姿姿姿がががが多多多多くくくく見見見見られましたられましたられましたられました。。。。 

 様子様子様子様子がおかしいながおかしいながおかしいながおかしいな！！！！とととと思思思思ったときのったときのったときのったときの対応対応対応対応    

 

兵兵兵兵    庫庫庫庫    県県県県・・・・ひょうごひょうごひょうごひょうご消費生活三者会議消費生活三者会議消費生活三者会議消費生活三者会議    
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消費生活消費生活消費生活消費生活センターにセンターにセンターにセンターに相談相談相談相談    

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    

ゼロ･ゴｰ･ナナゼロゼロ･ゴｰ･ナナゼロゼロ･ゴｰ･ナナゼロゼロ･ゴｰ･ナナゼロ            守守守守ろうよろうよろうよろうよ、、、、                みんなをみんなをみんなをみんなを    

０５７０   ー ０６４ ー ３７０   

 新しく作成された「高齢者見守りカード」 

（寸劇の様子） 

 

 

 ９９９９月月月月２５２５２５２５日日日日にににに大学生協神戸会館大学生協神戸会館大学生協神戸会館大学生協神戸会館にににに集集集集まったまったまったまった大学生大学生大学生大学生

たちはたちはたちはたちは、「、「、「、「契約契約契約契約ってってってって何何何何？」「？」「？」「？」「特定商取引法特定商取引法特定商取引法特定商取引法ってってってって何何何何？」？」？」？」

といったテーマでといったテーマでといったテーマでといったテーマで、、、、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事例事例事例事例のののの設問設問設問設問にににに

○×○×○×○×でででで回答回答回答回答したしたしたした後後後後、、、、上田弁護士上田弁護士上田弁護士上田弁護士によるによるによるによる解説解説解説解説をををを聞聞聞聞きなきなきなきな

がらがらがらがら、、、、活発活発活発活発なななな意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。    

必要必要必要必要はないはないはないはない」、「」、「」、「」、「事業者事業者事業者事業者よりよりよりより消費者個人消費者個人消費者個人消費者個人がががが受受受受けるけるけるける影影影影

響響響響のののの方方方方がががが大大大大きいからきいからきいからきいから消費者消費者消費者消費者をををを保護保護保護保護するべきするべきするべきするべき」」」」なななな

どどどど、、、、意見意見意見意見がががが分分分分かれるかれるかれるかれる場面場面場面場面もありましたもありましたもありましたもありました。。。。    

上田弁護士上田弁護士上田弁護士上田弁護士はははは「「「「価値観価値観価値観価値観のののの違違違違いからいろいからいろいからいろいからいろんなんなんなんな意見意見意見意見

があるががあるががあるががあるが、、、、このようなこのようなこのようなこのような話話話話をををを日常的日常的日常的日常的にできるにできるにできるにできる世世世世のののの中中中中

になってほしいになってほしいになってほしいになってほしい。。。。自分自分自分自分のののの子子子子どもどもどもども時代時代時代時代にはにはにはには話題話題話題話題になになになにな

らなかったらなかったらなかったらなかった環境環境環境環境のののの話話話話がががが、、、、今今今今ではではではでは一般的一般的一般的一般的にににに話話話話されるされるされるされる

時代時代時代時代にににに変変変変わったわったわったわった。。。。同同同同じようにじようにじようにじように消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会につにつにつにつ

いてもいてもいてもいても当当当当たりたりたりたり前前前前にににに話話話話されるされるされるされる時代時代時代時代になればになればになればになれば…………。」。」。」。」とととと、、、、

消費者市民社会構築消費者市民社会構築消費者市民社会構築消費者市民社会構築のためののためののためののための第一歩第一歩第一歩第一歩はははは、、、、消費者消費者消費者消費者がががが

意識意識意識意識をををを変変変変ええええ、、、、普段普段普段普段からからからから気軽気軽気軽気軽にににに消費者問題消費者問題消費者問題消費者問題をををを話話話話しししし合合合合

えるえるえるえる気運気運気運気運をををを高高高高めめめめていくことだとまとめましたていくことだとまとめましたていくことだとまとめましたていくことだとまとめました。。。。    
 

※※※※    座談会座談会座談会座談会のののの内容内容内容内容はははは、、、、兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県とととと大学生協阪神事業大学生協阪神事業大学生協阪神事業大学生協阪神事業    
連合連合連合連合がががが協働協働協働協働でででで作成作成作成作成するするするする「「「「消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会消費者市民社会テキテキテキテキ    
ストストストスト（（（（仮称仮称仮称仮称）」）」）」）」にににに掲載掲載掲載掲載しますしますしますします。。。。    

 

消費者問題消費者問題消費者問題消費者問題にににに詳詳詳詳しいしいしいしい上田孝治弁護士上田孝治弁護士上田孝治弁護士上田孝治弁護士とととと大学生大学生大学生大学生

４４４４名名名名がががが、、、、身近身近身近身近なななな消費者問題消費者問題消費者問題消費者問題についてについてについてについて話話話話しししし合合合合うううう

座談会座談会座談会座談会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました。。。。    

 

（（（（問問問問））））消費生活課消費生活課消費生活課消費生活課    ０７８０７８０７８０７８－－－－３６２３６２３６２３６２――――３１５７３１５７３１５７３１５７    

未成年者未成年者未成年者未成年者がががが２０２０２０２０歳以上歳以上歳以上歳以上

だとだとだとだと嘘嘘嘘嘘をついてをついてをついてをついて交交交交わしたわしたわしたわした

契約契約契約契約についてについてについてについて、、、、消費者消費者消費者消費者とととと

事業者事業者事業者事業者、、、、どちらをどちらをどちらをどちらを保護保護保護保護すすすす

べきべきべきべき？？？？というというというという問問問問いにいにいにいに対対対対

しししし、「、「、「、「嘘嘘嘘嘘をついたをついたをついたをついた消費者消費者消費者消費者はははは

自業自得自業自得自業自得自業自得だからだからだからだから保護保護保護保護するするするする    

カードの裏面には 

高齢者の様子変化に 

対する「気づきのポ 

イント」を 

掲載！！ 
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東播磨・北播磨 

多発する商品事故の報道や、節電など省エネ気

運の高まりなどにより、消費者の商品への関心は

高まっています。 

そこで、兵庫県生活科学 

総合センターでは、これま 

で実施してきた商品事故の 

苦情原因究明テストや、商 

品試買テストなどを通じて得られたノウハウを活

用し、消費者自らが体験できる「商品テスト体験

学習会」を実施しています。 

この学習会は、商品に関する知識・特性・機能

を学ぶことで、自分で理解、行動、選択できる力

（消費者力）を習得し、消費者被害の未然防止に

つなげることを目的としています。 

当センターから、テスト機器を持参し、分野毎

に登録した「商品テスト専門家チーム」を派遣し

ます。学習会メニュー例には、「食品の糖度」「家

庭で出来る節電術！」「木炭の能力」などがありま

す。研修会やイベント等で、ぜひご活用ください。 

 

神戸・阪神 

(問)生活科学総合センター ０７８－３０２－４０２８ 

東播磨消費者団体協議会は、９月 11 日に加

東市内で理事会を開催し、平成 25 年度の実践

活動として行うアンケートや学習会の内容を話

し合いました。 

実践活動のテーマは「電力についての意識の

啓発」で、アンケートでは、生活スタイルを見

直しながら電力削減に向けて今何をなすべきか

を考えることができるよう、節電意識の変化や

節電行動、節電策を調査し、啓発を図ります。  

また、学習会は、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とし、11 月に、

堺市にある太陽光発電所等を 

視察することに決めました。 

さらに、理事会では、平 

成 26 年２月に三木市内で 

開催する「ひろば展」の内 

容やスケジュール等についても協議しました。 

協議会では、各団体が目的を定め共同した活

動を行い、安全で安心な消費生活の実現に向け

て取り組んでいます。 

(問)東播磨消費生活センター 079-421-0993 

消費者への啓発活動では、地域の方との協力はも

ちろんですが、心強いパートナーとして「くらしの

安全・安心推進員」の存在が欠かせません。 

神崎郡消費生活中核センターの相談員は、年に約

４０回の出前講座での啓発活動を行いますが、その

出前講座の中で、推進員には、地域で啓発したい悪

質商法の手口などを寸劇にて再現してもらい、消費

者がより理解できるよう協力いただいています。 

推進員の皆さんは、 

個性豊かな演技がまぶ 

しい名女優で、その寸 

劇は、大爆笑を誘いな 

がら、消費者への啓発 

に一役かっています。 

相談員も悪質商法の最新情報を提供したり、消費

者に分かりやすくどう伝えていくか等を日々考え

ながら業務に取り組んでいます。 

今後も、協力して出前講座を地域に広めていきた

いと考えています。 

 

中播磨 

 

(問)神崎郡消費生活中核センター 0790-22-4977 

但 馬 

新温泉町では、民間のＮＰＯ「みかたＥＣＯ協

議会」が使用済みの天ぷら油を回収し、ＢＤＦ（バ

イオディーゼル）に精製しています。回収は、一

般家庭用を町内の公共施設やスーパーマーケッ

トで行っているほか、飲食店や旅館などに協力い

ただいています。精製したＢＤＦは、町の保育所

の通園バスやごみ収集車・公用車などの燃料とし

て利用され、平成２４年度は年間約 2 万 5,000

リットル給油されました（ＣＯ2 削減排出量は、

約 66 トンになります）。 

 また、環境問題への関心をさらに深めてもらう

ために、「みかたＥＣＯ協議会」では、平成２３

～２５年度にかけて、町内の小中学校や公共施設 

に扇風機５５台を寄贈

し、エアコンと一緒に使

用することで節電をＰ

Ｒし、電気の使用量減少

に貢献しています。 

(問)新温泉町消費生活相談室 0796-92-1131 
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長年住んでいた賃貸アパートを退去し

た。退去後敷金の精算明細書が送られて 

きたが、思っていた金額より少なかった。明細を

確認したら、畳の取り換え、クロスの張り替え、

ハウスクリーニング費用が引かれている。通常の

使い方をしていたのに納得できない。 

 

賃貸借契約のトラブルで多いのが退去時

の原状回復時の費用負担に関するものです。 

国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルと

ガイドライン」により、その基準を示しています。 

ガイドラインによれば、次の入居者を確保する

ための化粧直し、グレードアップの要素があるも

のや経年劣化、自然損耗、通常使用によるものは

貸主が負担すべきとしています。 

借主の手入れや管理が悪くて発生したもの、通

常の使用によるものとは考えられないものに関

しては借主が負担すべきとしています。 

退去時に納得できない請求があった場合は、精

算明細書を確認し、ガイドラインをもとに貸主と

よく話し合ってみましょう。 

宅建業法では、消費者被害防止のため、業

者名、勧誘目的を告げずに勧誘を行うこと、断っ

たにもかかわらず勧誘を継続すること、迷惑を覚

えるような時間に電話することは禁止されてい

ます。 

契約する意思がなければ、すぐに断ることが一

番です。断る理由を言う必要はありません。  

執拗な勧誘で電話が切れない時は、会社名、住

所、電話番号、免許番号を聞いてください。 

悪質な業者は一方的に電話を切ると思われま

す。悪質な勧誘は毅然と断ることが大事です。 

賃貸賃貸賃貸賃貸住宅住宅住宅住宅のののの原状原状原状原状回復回復回復回復をめぐるトラブルをめぐるトラブルをめぐるトラブルをめぐるトラブル    

    

投資用投資用投資用投資用マンションのマンションのマンションのマンションの電話勧誘電話勧誘電話勧誘電話勧誘    

淡路消費生活センター 

 

自宅に、個人名を名乗り電話がかかってき

た。しばらく話を聞いていると、投資用マ 

ンション勧誘の電話だと分かった。一方的に説明

され、なかなか電話を切らせてもらえない。 

その後も、頻繁に電話がかかってきて、困って

いる。 

（問）淡路消費生活センター ０７９９－２３－０９９３ 

〔〔〔〔相談事例相談事例相談事例相談事例〕〕〕〕強化ガラス製のコーヒーカップが突然

破損した。危険ではないか。 
 
〔〔〔〔苦情品苦情品苦情品苦情品はははは「「「「全面物理強化全面物理強化全面物理強化全面物理強化」」」」加工加工加工加工のののの製品製品製品製品〕〕〕〕破裂した

ティーカップは約 35 年前に製造された「全面物

理強化」※ 加工のガラスのカップでした。 
 
〔〔〔〔突然破裂突然破裂突然破裂突然破裂したしたしたした原因原因原因原因〕〕〕〕硬いガラス同士が擦れる、金

属性のものが当たる等でガラス表面へ傷が付き、

その傷が外力や温度変化等の影響でガラス内部

に到達すると、ガラス内部の応力が一気に解放さ

れ、風船が爆発したように破損する場合があり、

今回の破損もガラス表面の傷が原因と考えられ

ます。 

 〔〔〔〔強化強化強化強化ガラスガラスガラスガラス製品製品製品製品をををを取取取取りりりり扱扱扱扱うううう際際際際のののの注意点注意点注意点注意点〕〕〕〕    
  
（１）海外からの輸入品（ガラスコップ等）の中に

は、比較的ガラスが分厚い製品で「全面物理
強化」加工がされたものが数多く見られます
ので、それらを使用する際には十分注意しま
しょう。   

（２）「全面物理強化」加工がされたガラス製品は、
使用中や洗浄時についた傷、欠け等から突発
的に破裂する場合があるので、使用する際に
は十分注意しましょう。傷等に気がついたら
すぐに使用を中止しましょう。 

 

※ガラスに熱的な処理を加え、ガラス表面に
圧縮応力、内部に引張応力を内包させ、衝撃
等でも割れにくくした技術であり、ガラス内
面の強い引張応力によって、全体が張りつめ
た状態で製品化されています。 

 

 

カップ＆ソーサ 飛散したガラス片 

生活科学総合センター 

（問）生活科学総合センター 078-303-0999 



 

4 

～～～～クレジットカードのクレジットカードのクレジットカードのクレジットカードの無断使用無断使用無断使用無断使用がががが増加増加増加増加～～～～    
    

県内県内県内県内のののの消費生活相談窓口消費生活相談窓口消費生活相談窓口消費生活相談窓口にににに    

寄寄寄寄せられるオンラインゲームせられるオンラインゲームせられるオンラインゲームせられるオンラインゲーム    

のののの小中高校生等小中高校生等小中高校生等小中高校生等にににに関関関関するするするする相談相談相談相談    

はははは毎年増加毎年増加毎年増加毎年増加していますしていますしていますしています。。。。    

相談相談相談相談のののの多多多多くはくはくはくは、「、「、「、「親親親親のクレジットカードをのクレジットカードをのクレジットカードをのクレジットカードを無断無断無断無断

でゲームにでゲームにでゲームにでゲームに使使使使ってってってって高額請求高額請求高額請求高額請求をををを受受受受けたけたけたけた」、「」、「」、「」、「無料無料無料無料ゲーゲーゲーゲー

ムとムとムとムと思思思思っていたがっていたがっていたがっていたが料金料金料金料金をををを請求請求請求請求されたされたされたされた」」」」などなどなどなど、、、、思思思思わわわわ

ぬぬぬぬ請求請求請求請求をををを受受受受けたというけたというけたというけたという内容内容内容内容ですですですです。。。。    

特特特特にににに、、、、親親親親などのクレジットカードをなどのクレジットカードをなどのクレジットカードをなどのクレジットカードを無断無断無断無断でででで使用使用使用使用

したしたしたした相談相談相談相談はははは、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度からからからから今年度今年度今年度今年度（（（（４４４４～～～～６６６６月月月月））））のののの相相相相

談件数談件数談件数談件数８６８６８６８６件件件件のうちのうちのうちのうち５７５７５７５７件件件件でででで、、、、７７７７割割割割をををを占占占占めますめますめますめます。。。。    

クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード情報等情報等情報等情報等のののの管理管理管理管理にににに注意注意注意注意したしたしたした上上上上

でででで、、、、オンラインゲームのオンラインゲームのオンラインゲームのオンラインゲームの利用方法利用方法利用方法利用方法をををを子子子子どもとどもとどもとどもと十分十分十分十分

話話話話しししし合合合合いましょういましょういましょういましょう。。。。    

 

☆☆☆☆アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス☆☆☆☆    
    

１１１１．．．．無料無料無料無料ゲームでもゲームでもゲームでもゲームでも、、、、アイテムはアイテムはアイテムはアイテムは有料有料有料有料のののの場合場合場合場合もももも
あるのであるのであるのであるので、、、、ゲームにのめりゲームにのめりゲームにのめりゲームにのめり込込込込んでしまいんでしまいんでしまいんでしまい、、、、
気気気気づかないうちにづかないうちにづかないうちにづかないうちに利用料利用料利用料利用料がががが高額高額高額高額になってになってになってになって
しまうことがあるのでしまうことがあるのでしまうことがあるのでしまうことがあるので注意注意注意注意するするするする。。。。    

２２２２．．．．クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード情報情報情報情報やややや、、、、携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話のののの利用利用利用利用
者情報者情報者情報者情報をををを登録登録登録登録したしたしたした端末端末端末端末はははは貸貸貸貸さないさないさないさない。。。。一度一度一度一度、、、、
支払方法支払方法支払方法支払方法をををを登録登録登録登録したしたしたした端末端末端末端末はははは、、、、以降以降以降以降、、、、パスワパスワパスワパスワ
ードードードード等等等等をををを入力入力入力入力しなくてもしなくてもしなくてもしなくても、、、、そのままアイテそのままアイテそのままアイテそのままアイテ
ムをムをムをムを購入購入購入購入できるできるできるできる場合場合場合場合もあるのでもあるのでもあるのでもあるので注意注意注意注意。。。。    

３３３３．．．．クレジットカードはクレジットカードはクレジットカードはクレジットカードは、、、、子子子子どものどものどものどもの目目目目にににに触触触触れなれなれなれな
いよういよういよういよう厳重厳重厳重厳重なななな管理管理管理管理をををを行行行行うううう。。。。    

４４４４．．．．ゲームをするときにはゲームをするときにはゲームをするときにはゲームをするときには、、、、生年月日生年月日生年月日生年月日やややや年齢年齢年齢年齢はははは
正確正確正確正確にににに登録登録登録登録するようするようするようするよう、、、、子子子子どもとどもとどもとどもと話話話話しししし合合合合ってってってって
おくおくおくおく（（（（事業者事業者事業者事業者によってはによってはによってはによっては、、、、未成年者未成年者未成年者未成年者のののの利用利用利用利用
料金料金料金料金にににに上限上限上限上限をををを設設設設けているけているけているけている）。）。）。）。    

（（（（問問問問））））生活科学総生活科学総生活科学総生活科学総合合合合センターセンターセンターセンター    ０７８０７８０７８０７８－－－－３０２３０２３０２３０２－－－－４０２８４０２８４０２８４０２８
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兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県とととと兵庫県警兵庫県警兵庫県警兵庫県警はははは、、、、安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな兵庫兵庫兵庫兵庫のののの実実実実

現現現現にににに向向向向けてけてけてけて、、、、県民県民県民県民がががが日常生活日常生活日常生活日常生活のののの中中中中でででで異変異変異変異変をををを察知察知察知察知

したしたしたした際際際際にににに、、、、匿名匿名匿名匿名でもでもでもでも通報通報通報通報できるできるできるできる「「「「ひょうごひょうごひょうごひょうご地域地域地域地域

安全安全安全安全ＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳキャッチキャッチキャッチキャッチ」」」」電話相談電話相談電話相談電話相談をををを今年今年今年今年７７７７月月月月１１１１日日日日

よりよりよりより開設開設開設開設していますしていますしていますしています。。。。        
☆☆☆☆開設日時開設日時開設日時開設日時    月月月月～～～～金金金金    ９９９９：：：：００００００００～～～～１６１６１６１６：：：：００００００００        

（祝日、１２／２９～１／３を除く）  
☆☆☆☆電話番号電話番号電話番号電話番号    ０７８０７８０７８０７８----３４１３４１３４１３４１----１３２４１３２４１３２４１３２４        

通報通報通報通報・・・・相談相談相談相談をををを受受受受けけけけ、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに適切適切適切適切なななな    

専門機関専門機関専門機関専門機関やややや警察警察警察警察などにつなぎなどにつなぎなどにつなぎなどにつなぎ、、、、早早早早期期期期のののの    

対応対応対応対応をををを図図図図りますりますりますります。。。。相談内容相談内容相談内容相談内容がががが明明明明らかならかならかならかな    

場合場合場合場合はははは、、、、県県県県・・・・県警県警県警県警のののの各相談窓各相談窓各相談窓各相談窓口口口口へごへごへごへご相相相相    

談談談談くださいくださいくださいください。。。。    

（（（（問問問問））））地域安全課企画啓発地域安全課企画啓発地域安全課企画啓発地域安全課企画啓発係係係係    ０７８０７８０７８０７８----３４１３４１３４１３４１----７７１１７７１１７７１１７７１１    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【日時日時日時日時】】】】    10101010月月月月29292929日日日日((((火火火火) 18) 18) 18) 18時時時時30303030～～～～20202020時時時時    【【【【講師講師講師講師】】】】    大竹大竹大竹大竹    文雄氏文雄氏文雄氏文雄氏（（（（大阪大学社会経済研究所教授大阪大学社会経済研究所教授大阪大学社会経済研究所教授大阪大学社会経済研究所教授））））    

【【【【場所場所場所場所】】】】三宮研修三宮研修三宮研修三宮研修センターセンターセンターセンター６６６６階階階階（（（（神戸市中神戸市中神戸市中神戸市中央区八幡通央区八幡通央区八幡通央区八幡通4444----2222----12121212    FRFRFRFRⅡⅡⅡⅡビルビルビルビル））））    

【【【【定員定員定員定員】】】】    250250250250名名名名（（（（先着順先着順先着順先着順））））    ※※※※先着先着先着先着250250250250名様名様名様名様にににに｢｢｢｢参加参加参加参加カードカードカードカード｣｣｣｣をををを郵送郵送郵送郵送    
【【【【申込申込申込申込】】】】    ①①①①氏名氏名氏名氏名②②②②同伴者氏名同伴者氏名同伴者氏名同伴者氏名③③③③住所住所住所住所④④④④電話番号電話番号電話番号電話番号をををを明記明記明記明記のうえのうえのうえのうえ FAXFAXFAXFAX でおでおでおでお申込申込申込申込みくださいみくださいみくださいみください。。。。    

FAXFAXFAXFAX：：：：078078078078----325325325325----2095209520952095            

 

参加費参加費参加費参加費    
無無無無    料料料料    

（（（（問問問問））））兵庫県金融広報委員会事務局兵庫県金融広報委員会事務局兵庫県金融広報委員会事務局兵庫県金融広報委員会事務局    078078078078----334334334334----1129112911291129    

 

 

くらしにくらしにくらしにくらしに関関関関するするするする情報情報情報情報があふれるがあふれるがあふれるがあふれる中中中中、、、、的確的確的確的確にににに判判判判

断断断断するためのヒンするためのヒンするためのヒンするためのヒントについてトについてトについてトについて、、、、労働経済学労働経済学労働経済学労働経済学・・・・

行動経済学行動経済学行動経済学行動経済学のののの専門家専門家専門家専門家をををを招招招招いていていていて考考考考えまえまえまえますすすす。。。。    

兵庫県兵庫県兵庫県兵庫県ではではではでは、、、、消費者消費者消費者消費者のののの安全安全安全安全でででで安心安心安心安心なくらしをなくらしをなくらしをなくらしを実実実実

現現現現するためするためするためするため、、、、地域地域地域地域のののの消消消消費生活費生活費生活費生活リーダーとしてリーダーとしてリーダーとしてリーダーとして、「、「、「、「くくくく

らしのらしのらしのらしの安全安全安全安全・・・・安心推進員安心推進員安心推進員安心推進員」」」」をををを設置設置設置設置していますしていますしていますしています。。。。    

現在現在現在現在、、、、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    

知識知識知識知識をををを有有有有するするするする３１３１３１３１６６６６名名名名のののの推推推推    

進員進員進員進員がががが県内各地県内各地県内各地県内各地でででで、、、、消費生消費生消費生消費生    

活活活活のののの知識習得知識習得知識習得知識習得のためののためののためののための講座講座講座講座    

やややや最新最新最新最新のののの悪質商法悪質商法悪質商法悪質商法のののの手口手口手口手口をををを    

紹介紹介紹介紹介するするするする寸劇寸劇寸劇寸劇ななななどどどど啓発啓発啓発啓発活動活動活動活動    

をををを実施実施実施実施しししし、、、、地地地地域域域域のののの消費者消費者消費者消費者力力力力    

向上向上向上向上にににに努努努努めていますめていますめていますめています。。。。    

    
（（（（問問問問））））消費生活課消費生活課消費生活課消費生活課    ０７８０７８０７８０７８－－－－３６２３６２３６２３６２――――３１５７３１５７３１５７３１５７    

 


