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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。 

県では、２月１７日、一般会計総額１兆 9,502 

円となる平成２６年度予算案を発表しました。 

安全安心な消費生活の推進に関する予算額は約

２.３億円で、県民が安全で安心して暮らせる社会

の実現を目指した取り組みを推進します。 

３月３日、兵庫県民会館で、兵庫県生活協同組

合連合会等の主催により、２０１３年度ひょうご

消費者セミナーが開催されました。 

今回は、噺家の林家染二さんを迎え、「愉快な

悪質商法撃退講座」と、「かわり目 悪質商法版」

と題した落語で、面白おかしく消費者トラブル事

例を紹介しました。だまされないために一番必要

なことは「知ること」、高 

齢者が被害に遭うポイン 

ト３Ｋは、「健康」「孤独」 

「お金」など、分かりや 

すい説明に参加者は笑い 

ながら楽しく学ぶことができました。 

 

 地域の様々な団体や個人が、ゆるやかな

ネットワークを組み、消費者問題に関する

情報を共有し、ともに学び活動していこう

と県内７つの地域に設立された「はばタン

消費者ネット」。その神戸・阪神地域の会員

相互の親睦を深める交流会が３月５日に生

活科学総合センターで開催されました。 

参加者は、ワークショップ形式で気楽に

コミュニケーションを 

する方法を学んだほか、 

活動紹介や情報交換に 

より、会員同士の交流 

が深まりました。 

 
～主な新規事業～         

・不当表示等対策の強化 

レストラン等における不適切表示の再発防止の
ため、表示適正化指導調査員を配置して、表示の
実態を把握し、事業者への景品表示法の周知・指
導等を実施。    
・子どもに対する食の安全安心普及啓発 

健康福祉事務所や食品衛生検査センターが連携
し、紙芝居や実習・施設見学など年齢層に応じた
衛生教育を実施。    
・消費者教育推進計画「ひょうご消費者学習プラン」（仮称）」の策定 

県内における総合的、体系的な消費者教育を推
進するため、消費者教育推進計画の策定に向け、
内容検討、実態調査等を実施。 

～３つの柱～ 
Ⅰ 消費者トラブル防止の強化 

 事業者等への指導強化、高齢者等の見守り活

動の強化、インターネットトラブル等防止の強

化、事業者との協働による取り組みの推進 

Ⅱ 消費者教育の推進 

 総合的な消費者教育の推進、ライフステージ

に応じた専門的・広域的な消費者教育の推進、

多様な主体と連携した消費者学習等 

Ⅲ 消費生活相談・対応力の充実強化 

 専門的な相談への対応、市町への支援 

 
（問）消費生活課 ０７８－３６２－３３７８ 

 （問）消費生活課 ０７８―３６２－３１５７ （問）消費生活課 ０７８―３６２－３１５７ 
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２月 19 日、東播磨消費者団体協議会は、平成

25 年度「東播磨消費者団体協議会ひろば展」をグ

リーンピア三木で開催しました。当日は会員約

300 名が参加し、記念講演と実践活動の発表が行

われ、研究発表展と各地域の特産品展示即売も実施

されました。 

近畿大学 鈴木高弘教授による 

講演では、芋を用いた再生可能 

エネルギーの活用に向けての取 

組が紹介されました。続いて、 

実践発表では、電力に対しての意識の啓発アンケー

トの実施結果を高砂市の岡本理事が説明し、次に、

堺太陽光発電所への視察研修報告として、まず関西

電力神戸支店の里崎清尚氏による電気事業の説明

の後、三木市の八木会長が再生可能エネルギーの活

用や節電を実践していくことの重要性等について

意見を述べました。 

最後に総括として、次なる災害に備え、原発依存

から脱却するために、節電生活を啓発する活動から

始めなければならないとの大会宣言が加西市の谷

勝理事により読み上げられました。 

協議会では、次代を見据えながら、当面の活動と

して節電対策に一体となって取り組んでいきます。 

東播磨・北播磨 

篠山市消費生活センターでは、平成２５年度は

兵庫県丹波消費生活センターと連携して、消費生

活センターの周知啓発のため、市主催の高齢者大

学７学園で「消費生活ミニ講座」を開催しました。 

また、自治会や住民１０名以上の各団体を対象

に消費者被害を未然に防止するため、訪問販売や

電話勧誘など、悪質商法やクーリング・オフにつ

いて「消費生活出前講座」を開催し、約５００名

の方に受講していただきました。 

なお、高齢者の見守りの一環として、福祉担当

部署と定期的な情報交換を行い、消費者被害の掘

り起こしを行っています。相談内容は、消費者被

害だけに留まらず、生活困窮など深刻化・多様化

しています。そこで、平成２６年度より、トータ   

ルサポート機能の強化を

目的に、関係部署による

連絡会を発足し、相談者

への適切な支援と継続的

な協力体制の構築を図り

ます。 
(問) 篠山市消費生活センター  079-552-1186 

 

丹 波 

三田市では、市民に身近な消費生活情報の拠点とし

て、三田駅前キッピーモールに「消費生活プラザ」を

設置し、三田市消費者協会に運営を委託しています。 

ポスターやチラシなどで 

最新の消費生活に関する情 

報を提供しているほか、各 

種消費者問題や、エコ、地 

産地消など様々なテーマで、 

毎月イベントを開催しています。また、不用品の譲り

受けのための掲示板「リサイクルボード」の運営や、

啓発 DVD の上映も行っています。１月２５日には

「三田産の米粉と丹波黒豆のパン・アラカルト！」を

開催し、パン作りを通じて地元の食材の魅力を再発見

しました。これからも定期的にイベントを開催する予

定です。消費生活プラザの紹介は、三田市ＨＰ（http:// 

www.city.sanda.lg.jp/）でご覧ください。 

(問) 三田市まちづくり協働センター  079-559-5032 

総 合 

去る１月３０日に、西播磨消費者団体連絡協議会

主催の「くらしの安全・安心推進員研修会」を開催

しました。７市町の推進員を２グループに分け、今

回は、相生・たつの・太子地区の推進員が参加しま

した。研修では、まず、西播磨消費生活センターか

ら、西播磨地域の相談概要や、特に高齢者が注意す

べき被害事例について情報提供を受け、見守りの注

意点を確認しました。 

次に、「推進員としての地域住民との関わり」を 

テーマに、４班に分かれて意見交換し、交流を深め

ました。その後の発表で

は、今後も地域の関係機関

や団体と連携して積極的

に活動を進めて行きたい

といった意見や、他の班の 

発表を受けて、今後の活動の参考にしたいといった 

意見がありました。地域を越えて、くらしの安全・ 

安心推進員が交流することにより、いろいろな気づ 

きがあり、有意義な研修となりました。 

 (問) 西播磨消費生活センター   0791-58-0993   

 

西播磨 

(問)東播磨消費生活センター  079-421-0993 
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健康生活科学研究所 

 

手頃な中古車を見つけ、その場でローン 

契約をした。店がローン会社に申込書をファ

クスで送った直後に「家族に相談したいので

やめたい」と言ったら、「契約は成立してい

るのでキャンセルできない」と言われた。ク

ーリング・オフできないのか。 

自動車の契約は、クーリング・オフの適

用除外です（今回は店頭購入なので、もともと

できません）。しかし、自動車をローンで購入

した場合の契約成立は、ローン会社が審査を行

い、店に承諾通知をした時です（※）ので、今回

の場合は、契約は成立していないと言えます。 

契約成立前であればキャンセル料を支払う

必要はありません（かかった実費は必要です）。 

 なお、現金契約の場合は、①車の登録日、②

購入者の注文による改造・架装・修理の着手日、

③納車日のうち、いずれか早い日が契約成立日

です（※）。以上の点をセンターより指摘し、解

約できました。 （※）業界標準約款に基づく。 

「ブラックでも借りられる」とスマホで検

索して見つけた業者に借金を申し込んだ。詳

細な個人情報を尋ねられたあげく、法外な金

利等を提示されたので断った。その後、嫌が

らせの電話が続き、困っている。 

  ヤミ金とは、貸金業を営むために法律に

規定された、登録をせずに業を営む者を指しま

す。初めから法律を守るつもりがなく、法外な

金利を請求し、過酷な取り立てで借りた人の人

生を破壊する犯罪行為です。 

関係各方面に嫌がらせ電話の対応に協力し

てもらうよう助言し、警察から業者に警告電話

を入れてもらったところ、数日後に嫌がらせの

電話は止まりました。 

自分ひとりで解決することは大変困難です。

卑劣な嫌がらせや要求には屈せず、被害に気づ

いたら、消費生活センターや警察に必ず相談し

ましょう。 

 

スマホのスマホのスマホのスマホの検索検索検索検索でのヤミでのヤミでのヤミでのヤミ金被害金被害金被害金被害    

但馬消費生活センター 

自動車自動車自動車自動車のののの契約成立時期契約成立時期契約成立時期契約成立時期    

（問）但馬消費生活センター ０７９６－２３－１４９０ 

感染性胃腸炎とは、ウイルスなどの病原体によ

る嘔吐、下痢を主症状とする感染症です。原因は

ノロウイルス、ロタウイルス、サポウイルスなど

の胃腸炎ウイルスの感染によるものが多く、毎年

冬季を中心に流行します（図）。特にノロウイルス

を原因とする場合、学校や社会福祉施設など集団

生活の場で大規模な流行となることもあるため、

注意が必要です。 

当研究センターでは、健康福祉事務所等と連携

して食中毒や感染症集団発生時に胃腸炎ウイルス

の検査を行い、迅速な感染拡大防止に役立ててい

ます。さらに、県内での流行状況を調べるため、

病原体定点医療機関で採取された検体などから原

因ウイルスの検出や、遺伝子解析を行い流行株の

把握に努めています。昨シーズンはノロウイルス

の新しい変異株が感染性胃腸炎患者から数多く検 

出され、この変異株が流行の主体となりました。

胃腸炎ウイルスの感染予防には、患者の嘔吐物や

糞便を適正に処理して二次感染を防ぐとともに、

調理前あるいは食前の手洗いや、食品の加熱（中

心部 8５℃～９０℃ ９０秒以上）によってウイルスを

除去することが必要です。 

（感染症部 主任研究員 髙井伝仕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（問）健康科学研究センター０７８－５１１－６６４０ 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 
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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                    

    

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----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----43434343----0502050205020502    

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----0990990990999999    

    

 

 

 

 

 

 
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 

 

                                                                                                                                                 

����    0570570570570 0 0 0 ----    064 064 064 064 ----    370 370 370 370     
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    

 （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。 


