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◆講演「どう守る グローバル化時代の食の安全・安心」 

 ～いのち・生活を守るために私たちができること～ 

講師：食政策センター「ビジョン２１」代表 

    安田 節子 氏 

日時：５月２９日（木） 13:30～15:30 

場所：西宮市プレラホール(西宮市高松町 4-8) 

（問）西宮市消費生活センター℡0798-69-3156 

◆講演「誰のための食品添加物？ 

～増える加工食品と添加物～」 

講師：柏木食品衛生事務所 柏木 一憲 氏 

日時：５月２９日（木） 13:30～16:00 

場所：川西市役所 7階大会議室(川西市中央町 12番 1号) 

（問）川西市消費生活センター℡072-740-1333 

◆講演「騙される高齢者の心理 

     ～心理学から考える～」 

講師：神戸学院大学教授 秋山 学 氏 

日時：５月２６日（月） 13:30～15:30 

場所：姫路総合庁舎職員福利センター 

（姫路市北条 1-98） 

（問）中播磨消費生活創造センター℡079-281-9601 

◆講演・啓発寸劇「今年もやります！  

       相談員は見た！本当にあった怖～い話」 

日時：５月３１日（土） 11:00～12:00 

場所：豊岡市民プラザほっとステージ 

（豊岡市大手町 4-5） 

（問）但馬消費生活センター℡0796-23-1490  

◆講演「ピンチをチャンスに変える！ 

消費税に負けない“お金がたまる家計管理術”」 

講師：株式会社生活設計塾クル― 深田 晶恵 氏 

日時：５月２７日(火) 14:00～15:30 

場所：明石市生涯学習センター(明石市東仲ノ町 6-1） 

（問）明石市男女共同参画課消費生活係 

℡078-918-5634 

◆消費者啓発キャンペーン 

神戸消費者協会が、関係機関と合同で、悪質商法の被害

にあわないよう、啓発を行います。マスコット[はばタ

ン他数体]も登場！ 

日時：５月２９日（木） 13:30～15:00 

場所：三宮センター街 

（問）神戸市消費生活課℡078-322-5185 

 

 

平成26年度は、高齢者の消費者トラブルや二次被害が増加

傾向にある現状を踏まえ、消費者の安全・安心なくらしを確保

するため、全国各地で様々な取組が展開されます。 

 

 

 

 

兵庫県においても、４１市町と協働で消費者問題にかかる啓

発事業を集中的に展開します。消費者月間記念講演や寸劇、パ

ネル展示などのイベントが県内各地で開催されます。 

消費者問題について学び、消費者力を高めるチャンスです。

ぜひご参加ください！ 

 

昭和43年５月30日に「消費者保

護基本法」（現 消費者基本法）が制

定されたことから、制定10周年の

昭和53年から５月30日を「消費

者の日」、制定20周年の昭和63年

からは５月を「消費者月間」と定め

ています。 

「消費者月間」とは？ 

統一テーマ 

 

 

 

  
  

このマークは、消費者（ふくタン）、

事業者（こうタン）、行政（はばタン）

の信頼と協働により、安全で安心なく

らしを実現する兵庫県の消費者行政

の理念を表しています。 

平成２６年（2014年） 

春 号 
H26.5.20発行 
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(問) 川西市消費生活センター：072-740-1333 

 

川西市消費生活センターでは市民啓発グループ

と協働して、さまざまな啓発活動を行っています。 

市民啓発グループ

「消費者の強～い味方

『アカンマン』」は、高

齢者等の被害を未然に

防ぐために、消費生活 

センターに実際に寄せられた相談の事例をもとに

した脚本で、巧妙化する悪質な商法や手口を寸劇

でわかりやすく伝え、見て楽しい啓発を行ってい

ます。グループ名には「だまされちゃアカン！」

という熱い思いが込められており、出前講座で自

治会や老人会に出向いています。 

また、５月２９日に「誰のための食品添加物？

～増える加工食品と添加物～」をテーマに、消費

者月間記念講演会を開催します。他にも市役所 1

階ロビーにパネルを展示し、庁舎前に懸垂幕を、

川西池田駅前にはのぼりを設置するなど、消費者

月間と消費生活センターのPRを行います。 

 

神戸・阪神 神戸・阪神 

(問) 東播磨消費生活センター：079-421-0993 

４月２３日、東播磨消費者団体協議会では、今年

度会長担当の高砂市で最初の理事会を開催しまし

た。 

まず、昨年度会長担当市（三木市）の八木会長か

らお礼の言葉があり、続いて本年担当市（高砂市）

の北野新会長より「消費者問題を始め、多様化する

社会問題に取り組んでいかなければなりません。ま

た、地域での活動は、子供の安全安心とともに高齢

者の見守り活動などできることを担っていくことを

支援しなければなりません。」と抱負を述べられまし

た。副会長は小野市、高 

砂市から、監事は加東市、 

三木市から選出されまし 

た。 

その後事業方針・計画 

についての協議では、ユ 

ネスコ無形文化遺産に登録された「日本食」の推進

活動をあげ、まず毎日の食卓から安全で安心な消費

生活に取り組むことが、家族、地域コミュニティを

結ぶ基となることを確認し、５月 2８日の総会で高

砂総合文化学院長の勝部滋子氏に講演していただく

ことを決定しました。 

 

東播磨・北播磨 

(問) 養父市消費生活相談窓口： 079-662-3170 

 

但馬 

 養父市では、『たじま消費者ホットライン』で相

談窓口を但馬管内の市町や県センターと共有する

取り組みを始めて５年目を迎えます。その連携を 

最大限に生かして出前講 

座を開催しています。小 

学生対象に『ネットの危 

険性』について寸劇を交 

えた講座を行ったところ 

想像以上の反響で、子供

たちの素直な反応がとても新鮮でした。また、私

たちが考えている以上に、子供たちの身近な所に

罠があることが実感として分かり、学ぶこともた

くさんありました。一つの市の一人の相談員だけ

では、できることも限られてしまいますが、周囲

と連携することで、相談対応のレベルアップはも

ちろん、未然防止や啓発のアイデアも、より良い

ものへ発展させることができます。  

今後も、この連携を深め、市民が安心できる街

づくりに役立てたいと思います。 

新しい春を迎え、大学や専門学校へ進学し、親

元を離れ一人暮らしを始めたり、自分で契約する

機会が多くなる若者が増えてきます。 

消費生活の経験や契約知識などが少ない若者

は、契約トラブルへの対応力が弱く、トラブルに

巻き込まれる危険性が高いと推測されます。 

そこで、中播磨管内

の大学生・専門学校生

を対象に、消費者被害

の未然防止、拡大防止

のため、「消費者力ア

ップ講座」を実施。 

神戸医療福祉大学では、福崎町立生活科学センタ

ーと共同で講座を開催し、若者が陥りやすいトラ

ブルを紹介し注意を呼びかけました。 

これから社会を担っていく若い人たちに、トラ

ブル時に対応出来る消費者力を身に付けてもら

えるようお手伝いしていきます。 

 

 

 

 

 

(問) 中播磨消費生活創造センター：０79-281-9601 

中播磨 
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（問）西播磨消費生活センター：0791-58-0993 

洗濯機のリコール情報をテレビで見た。わ

が家は、そのメーカーの洗濯機を対象とな 

る時期に購入した。テレビのニュース報道だったの

で、対象製品の型番のメモが出来ず不安になった。

わが家の洗濯機が、対象製品かどうかを教えて欲し

い。 

現在の生活において、便利な製品があふれて                  

いますが、製品が原因となる事故も増えてい

ます。誤った使用方法で事故につながることもあり

ますが、一番の事故原因は、製品自体に問題がある

場合です。 

相談者の製品は、センターで確認したところ、

対象製品ではなく、安心されました。リコール情報

は新聞の社告等に掲載されるほか、消費者庁HPに

ある「消費者庁リコール情報サイト」にも掲載され

ます。この消費者庁のサイトは、検索機能が充実し

ており、対象商品の写真も掲載されているので、分

かりやすいです。製品事故にあわないためにもリコ

ール情報をキャッチして、安全安心な暮らしに直結

させましょう。 

大手通信事業者を名乗って電話があり、プ

ロバイダーの基本料が安くなるからと、乗 

り換えを勧められた。安くなるのであればと、了承 

した。契約内容はよく分からず、家族に相談すると、

乗り換えに反対されたので解約したいができるか。

なお、解約違約金については、何も説明を受けてい

ない。 

プロバイダーとの契約をはじめとする、電

気通信事業法で規制されている光回線など 

のインターネット接続サービスの契約は、特定商取

引法の適用対象外です。このため、書面交付義務が

なく、口頭でも契約は成立します。また、電話勧誘

販売の場合のクーリング・オフ制度もありません。

よく分からないまま契約してしまうと、解約時に違

約金を請求される場合があります。安くなるという

セールストークを鵜呑みにせず、契約内容につい

て、しっかり説明を受けてから契約しましょう。ま

た、契約が不要な場合には、きっぱり断りましょう。 

通信契約は慎重に！ 

タイトル 

 

西播磨消費生活センター 

リコール情報をキャッチしよう 

 

 

 

 

（問）生活科学総合センター：078-303-0999 

生活科学総合センター 

[相談事例１]帰宅途中に自転車に乗っていた際、突然

パンという音がし前輪がロックしたため、自転車から

前方へ投げ出され、着地した際に左手首を骨折した。 

[原因]自転車の前ホークと前泥よけステーとの間で、

前輪に何らかの物体(異物)が挟まった結果、前輪が固

定された状態になり転倒したと考えられます。 

～通勤、通学で自転車を安全に使用するために、下記の点に注意しましょう～ 

★自転車乗車時に注意しましょう 

①乗車前には、フレームのさび、チェーンの緩

み、ハンドル・サドルのぐらつき、ブレーキの

動作等を確認しましょう。 

②乗車中に異常を感じた際は、すぐに販売店等

の点検を受けましょう。 

③ハンドルに傘や手提げ袋等を下げて乗らな

いようにしましょう。車輪に巻き込まれ事故の

原因になります。 

★定期点検を実施しましょう。 

★購入時は、実際に自転車の大きさや操作性を

確認し、乗る方の体格に合ったものを選びまし

ょう。 

②ペダルのガタつき 

①フレームの 

亀裂、さび 

 

 

  

 

  

  

⑤ハンドルの固定 

⑦サドルの固定 

⑥ブレーキのゆるみ、 

ワイヤーの伸び等 

③車輪の変形、 

タイヤの空気圧等 

④チェーンのたるみ 

[相談事例２]自転車に乗車中、ハンドルを右に切った

際に、突然右側ハンドルが付け根から折れたため、並

走する自転車と接触し転倒した。 

[原因] 自転車のハンドルにひび割れ又はさびが発生

したまま乗車したため、突然ハンドルが破損したと考

えられます。 

（問）生活科学総合センター：078-303-0999 

歩行者に注意して安全な 

運転に心がけましょう！ 

https://www.google.co.jp/url?q=http://matome.naver.jp/odai/2135579179509105801&sa=U&ei=UHBxU6ebCMvFkQX_r4GwDQ&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHSUTJmdtp0OzI0CeC4y_cIXsUE4A
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市川町消費者の会は、会員数が１００名を超えると

ても元気なグループで、消費生活や環境に関する研修

会や学習会など、年間を通して様々な活動を積極的に

行っています。 

 環境にやさしい企業訪問 

や食の安心安全など身近な 

問題をテーマに行う研修会 

は、案内を出すと同時に申 

込みが殺到するほどの大人 

気。また、悪質商法や振り 

込め詐欺の被害防止をわかりやすく啓発するため、町

内各地で寸劇も実施しています。実際に寄せられた相

談内容をもとにシナリオを作っており、「ためになっ

た」と好評を得ています。 

 勉強熱心なメンバーの皆さんは、神崎郡消費生活中

核センターや新聞などから生活に密着した情報を常に

積極的に収集し、発信し続けています。すばらしい企

画力と結束力で、地域の消費者のリーダー的存在とな

っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 （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。 ※ 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 
   （兵庫県企画県民部消費生活課） 

〒650-8567  神戸市中央区下山手通 5-10-1 
TEL:078-362-3376 FAX：078-362-4022 

年４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 

３団体ご紹介します！ 

 

 

花園校区連合協議会は、自治 

会、町内会をはじめ、多くのボ 

ランティア団体などから構成 

され、ＪＲ西明石駅に隣接した

「はなぞの広場」を拠点に多様な活動を行っていま

す。その団体の一つ、「ボランティアはなぞの」が４

月２６日（土）、今年度最初の一人くらしの高齢者の

見守り活動「あったか訪問」を実施しました。「お元

気ですか」と、ＮＨＫ大河ドラマの 

「黒田官兵衛」のかぶとの折り紙、 

手作りクッキーを手渡していました。 

さらに、今年１月から「一人の犠 

牲者も出さない街」の実現のために、地域の人同士が

助け合う「はなぞのボランソルジャー」と名付けた防

災活動も開始。自分たちの「まち」は自分たちで創る

と熱心に取り組んでいます。 

 
(問)東播磨消費生活センター：079-421-0993 

 

 

平成２６年１月に県下の全小学校５年生・中学校２

年生を対象に、消費者教育の教材を各学校に送付し、

活用状況についてアンケートをお願いしました。 

              791 校のうち 560 校

(70.8％)から回答がありました。インタ

ーネットトラブルなどについて、イラス

トが多く児童にわかりやすかった、とい

う意見の一方、学習計画に基づいて活用

するために、配布時期を見直してほしい

などの要望が多数ありました。 

        388 校のうち 288 校

(74.3％)から回答がありました。授業で

の活用は家庭科の割合が最も高く

45.9％でした。また、小学校同様、配布

時期や配布部数についての意見が多数

寄せられました。 

今回いただいたご意見については、今

後兵庫県が消費者教育を推進するに当たり、活用させ

ていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(問) 消費生活課：078-362-3157 

～小学生用教材～      

～中学生用教材～ 

 

 

平成２６年３月１４日（金）、南あわじ市消費者協

会の会員が地域防災、地域活性を学ぶため兵庫県庁で

研修を行いました。 

南海トラフ巨大地震 

など大規模災害に備え 

「災害対策本部室・災害 

対策センター」を見学し、 

地域で実践出来る防災や 

危機管理に関する知識・技術を学習しました 

また、「見なおそう地元の地産地消」をテーマに、

ひょうご安心ブランドについて農政環境部農政企画

局消費流通課の方からお話をききました。今まで知ら

なかった農産物認証食品を再認識し、地域特産物の育

成や地域内での流通の大切さ、食の安全と健康維持に

ついてなど身近な食について学習することができま

した。 
 

 

 

 

 

 

 

(問)淡路消費生活センター：0799-26-3360 

(問) 中播磨消費生活創造センター：079-281-9601 


