No.115 2012年春号
●改めてインターネットについて
考えてみませんか
●思わぬところから繋がる
出会い系サイトのワナ
●くらしのリーダーによるエコ得セミナー
（グリーンコンシューマー啓発）

消費者・生活者が主役となる社会へ

くらしのリーダーによるエコ得セミナーの開催
―あなたも今日からグリーンコンシューマー宣言！
！−
◀おもいっきりエコライフ
（寸劇）の
ワンシーン

セミナーで紹介した

簡単手作りカードケース▶
（作り方は、
5ページに掲載）

2月29日
「エコ得セミナー」
を開催。市民公募によるくらしのリーダーの皆様が衣・食・住につ
いて、
グリーンコンシューマー活動（環境を考えた消費生活活動）の観点から研究成果を発表さ
れました。

枚方市立消費生活センター

■相 談 受 付／平日（月〜金）
９：３０〜１６：３０
〈祝日、年末年始を除く〉

■相談専用電話／０７２‐８４４‐２４３１

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202 ひらかたサンプラザ3号館2階

インターネッ
ト
について
改めて
考えてみませんか
この 1 年で、パソコン、携帯電話に加え、スマートフォンやタブレット型端末など

新しい機器が次々に登場し、利用状況も大きく変わろうとしています。インターネッ
トは、情報収集のほか、買い物やゲーム、電子メールや電子掲示板など、私たちの
暮らしとは切り離せないコミュニケーションの手段となっています。
それにともないインターネットに関連する消費者相談も増え続けています。

事例

電子掲示板での直接取引

取引相手の
連絡先や名前は
ちゃんと確認したの。

取り損ねたチケットをインターネットのチケット掲示板で、「チケット
譲ります」
と投稿した人からチケットを購入した。指定された口座に代
！
た
っ
や

金を振り込んだが、約束の期日までにチケットは届かず、相手と連絡
が取れなくなった。よく調べると相手の住所はでたらめの情報だった。

個人間の売買掲示板などでは管理が行き届いていないことも多く、トラブルに遭っても個人間の責任で解決し
なければなりません。相手方の連絡先がわからない、連絡がつかないとなれば、おのずと解決が困難になります。
購入する前に相手の住所・氏名・固定電話番号など身元を事前に確認したり、代金引換で受け取るなど、取引に
ついては特に注意しましょう。

事例

電子掲示板への書き込み

インターネット上にある掲示板に書き込みをしていたら、自分では

みんなの掲示板
5月22日 △△郎の情報！
電話 ××-×××-××××
住所 大阪府××市××××
○○
5月20日 ○○○
□□
5月18日 □□□

公開した覚えのない個人情報が掲載されていた。なぜ自分の情報が
公開されてしまったのだろうか。

インターネットに接続していると IP アドレス
【各コンピュータに割り当てられたアドレス】
や個体
（固体）識別

番号【携帯電話の端末を識別するために割り振られた番号】が送信されます。

これらの情報だけでは個人を特定することは出来ません。しかし複数の情報が総合的に記録され、予期せぬト
ラブルに巻き込まれる場合もあります。「ネットは匿名だから」
という発想は危険な部分もあり、利用する際は注
意しましょう。
もし掲示板に個人情報が公開されてしまった場合は、掲示板の管理者や相手が接続しているプロバイダに個人
情報の削除を依頼するようにしてください。電話番号やメールアドレスを変更するなどの対応も検討してください。
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こちら 相 談 室

事例

スマートフォンのGPSサービス

スマートフォンで撮った自宅の写真をブログに公開したところ、その
場所を他人に知られてしまった。

スマートフォンでは、GPS 機能を使った位置情報サービスの利用が一般的になっています。行きたい店の情報が
すぐ分かるなど便利な半面、GPS 機能がカメラと連動していた場合、撮影場所の位置情報が写真に記録されます。
ホームページやブログなどで写真を公開することで、場所が特定されることもあり、個人情報の流出につながる
危険性があります。
公開を前提として写真を撮影する場合は、GPS 設定を OFFにするなど注意しましょう。また GPS 機能を ONに
しているとバッテリーの消耗も早くなります。

事例

ワンクリック請求

えっ！
登録ありがとうございます。
登録料を3日以内に
お支払いくださいって？

一見して有料のアダルトサイトということが分かりにくかったが、年
齢などいくつかの質問にボタンを押して答えていくと、突然請求画面
が表示されてしまった。驚いて画面を閉じたが、数分おきに同じ請求
画面が現れる。

アクセスした
だけなのに…

占いサイトや懸賞サイトへの登録、また日常的に利用しているコミュニティサイトから別のサイトに誘導される
ことで、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。利用料表示が分かりにくかったり、利用内容の再確認画
面が不十分なことが多く、錯誤による無効を主張することも出来る場合もありますが、安易にアダルトサイトから
プログラムのダウンロード、インストールを行わないようにしましょう。

ネット社会は自己責任が原則です。
インターネットの特性を理解し、インターネットを安全に利用するためには
セキュリティ対策を万全にし、ルールやマナーを守りましょう。
●不審なメールは開かない

●興味本位や好奇心で安易にアクセスしない
●取引内容を十分確認する
（利用規約や相手の情報など）
トラブルの予防と対策を身につけ、被害に遭わないように
「自己防衛」
を常に心がけましょう。
＊インターネットに係わる様々なトラブルについての相談窓口や、情報提供先の情報が得られるHPをご紹介します
インターネットホットライン連絡協議会

http://www.iajapan.org/hotline/consult/index.html
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▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶思わぬところから繋がる

ワナ

出会い系サイトの

▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶
出会い系サイトの被害 というと、
どんなことを想像されますか？
消費生活センターには、出会い系サイトを利用するつもりがなくても、巧妙な手口で勧誘されて、気が付
いたら高額な被害にあっていた、
という相談が多数入っています。
その被害は男女を問わず中高校生から高齢者にまで拡がり、全国の消費生活センターの 出会い系サイ
ト に関する相談は、
年間3万件にものぼっています。

思いもつかない「手口」
から…
★無料サイトに登録直後、
メールで誘われる…
無料の占いやゲーム、懸賞、心理テストなどのサイトに登録をした後
にメールが届き、

●「芸能人が悩んでいる。
話し相手になって欲しい。
」
「あなたは信頼できる。
叔母の遺産を渡したい。
」
●「当選しました！当選内容を下記のURLから確認してくだ

「当選しました！」
今すぐ、下記へクリック。
http://×××.××.××
クリックすると

さい。
」
「あなたのパソコンはウィルスに感染しています。下記の
URLからウィルスを駆除してください。
」

届いたメールに返信したり、URLをクリックすることで出
会い系サイトに登録される

★最近は･･･

●SNS（会員同士の交流サイト）でメール交換中に初めて
の相手からメールが届き、信用できると思って返信して
しまう。
●内職紹介のサイトやアルバイト情報サイトに登録後、
「携
帯電話1台で仕事ができます」
とメールが届き返信して
しまう。
このように人生相談やお悩み相談サイトなどの専門サ
イトに登録したことがきっかけで、出会い系サイトに登録
されてしまったという被害が増えています。
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空メールを送ってください
空メールを送る
ニックネームの入力を
ニックネーム
【
】

出会い系サイトに
登録完了！

近ごろ商 品 情 報

★友達からのメールと思っていたら…

●「友達になってください」
「アドレス変更したよ♪」
「昨日は
を装う。
●
「Re：ありがとう」
とあたかも返信を装ったメール。

友達

お疲れ様です！」
「緊急連絡です」
と知り合いからのメール

てください
っ
…
な
に

届いたメールに返信したり、URLをクリックすることで出
会い系サイトに登録される

このような手口で出会い系サイトに登録されてしまい、気が付かないうちに多量の
有料ポイントを利用し、
高額な被害を受けることになります。

請求書
金50万円
出会い系サ
イト

●だまされないためには…●
無料だからと安易に登録しない。
知らない相手からのメールは開けない、
削除する。
名前も素性も真実なのかも、
わかりません。
件名を見ているうちに誤って空メールを送るケースもあります。
インターネットで知り合った相手を簡単に信用しない。
「後からお金をあげる」
「簡単に高収入」
などは相手にしてはいけません。
名前や住所、
電話番号、
職業などの個人情報や余分な情報は教えない。

おかしいと思ったら、
ひとりで悩まず、
すぐに消費生活センターへ！
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得セミナー

くらしのリーダーによるエコ
（2月29日開催）

市民公募によるくらしのリーダーが衣・食・住について、グリーンコンシューマー活動
（環境を考えた消費生活活動）
の内容でセミナーを開催されました。

得

ためしてエコ
こまった

コント
（困田さんファミリー）
を通じて、エコ生活の疑問を出しながら、わかりやすく解説しました。

選んで買ってゴミが減る
買い物の仕方を少し変えるだけで、台所のゴミが減ります。
魚や野菜…はだか売りのものを選ぶ
（タッパー持参に対応してくれる店もある）
肉…量り売りのものを選ぶ
菓子…個包装でないものを選ぶ
マイボトルの利用
（割引きや特典のある店もある）

こんなにお得！余熱調理（鍋布団）
余熱調理は調理時間が短くエネルギー使用量が減るので、家庭でのCO2削減につなが
ります。

■余熱調理の方法

用意するもの…新聞紙1部、厚手の毛布やフリース、紐、発砲スチロール箱、
保温性の袋やシート、普通の両手鍋やホウロウ鍋
調 理 の 仕 方…①調味料は同じ量で、入れる水の量は減らして落とし蓋を使う。
②加熱時間は、中火で沸騰させて約5分〜10分。
③加熱後、火から下して新聞紙、毛布に包み紐をかけ、保温性
の箱や袋に入れ、15分〜30分程度保温すれば、出来上がり
ます。

身近な物で暖かくなる日常生活の方法を紹介！
少しの工夫で節電をしながら、暖かく生活できます。

■お部屋を暖かく保つには
窓からの熱を逃がさない

お部屋の上下の温度差をなくす
（サーキュレーター（空気などの循環装置）
を利用し空気を循環させる
適度な加湿（適切な湿度は50 〜 60パーセントですが結露に注意）

■お部屋を暖かくする色々な工夫とは

窓ガラス…断熱シートを貼って冷気をシャットアウト
（梱包用シートでも可）
。窓下に断熱パネルやダンボール等を
取り付け冷気を遮断する。

カーテン…カーテンレールの上の隙間をダンボールや布でふさぐ。カーテンをもう一枚増やす。厚手の布に変える。
断熱裏地カーテンをつけるなど。
床…カーペットやコタツ敷きの下に断熱シートや新聞紙、ダンボールを敷く。

■その他の工夫

湯たんぽの利用、袖口がしまっている上着、厚手の靴下やレッグウォーマー・重ねばきなど。
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こちら 情 報 箱
簡単手作りカードケースにチャレンジ
ハギレなど不用になった布と牛乳パックを使って、くらしのリーダーが補助しながら、オリジナルカードケースを作
りました。

■作り方

用意するもの…牛乳パックを切ったもの（たて9.5㎝×よこ6.7㎝を2枚、約半分の大きさのもの1枚）、布、速乾性

A

D

A

A

B

④Cのカード入れ部分の
上部にリボンを貼り︑
Bに張り付ける︒

⑥AとDをボンドで
貼りつける︒

D

①の約半分の形を作る。
（牛乳パック
と布の間にキッチンペーパーをはさ
む）上部のみボンドで貼りつける。

③A︑B︑C︑の完成

牛乳パックを縦9.5センチ横6.7センチ
に切り、四隅を丸くする。布を、切った
牛乳パックよりのりしろ部分1センチ大
きくとり裁断する。
（同じものを2コ作る）

②カードを入れる部分を作る︒ ⑤Dの完成

①カードケースの型を作る︒

ボンド、洗たくバサミ、キッチンペーパー、リボン
（飾り用）

C

B

C

⑧手作りカードケースの
完成

⑦洗たくバサミで6ヶ所を
ボンドが乾くまで止めて
おく︒

▼リーダーからの
コメント

それぞれの方が自分のカ
ードを作るのに、とても一
生 懸 命になっておられ、
出来上がりに満足されて
いました。

おもいっきりエコライフ
〈寸劇〉
くらしのリーダーによるエコライフ寸劇です。
TVスタジオとスーパーの買い物客という設定で、くらしのリーダーがまと
めた冊子「買い物レポートinひらかた」
をわかりやすく解説したものです。
今回は、参加型の「買い物ゲーム」
とエコライフ寸劇を通じ、日常生活を少し
見直すことで、ごみの減量や環境・健康にやさしいグリーンコンシューマーに
なれることを知っていただきました。

▼リーダーからのコメント

今回は買い物ゲームも取り入れ、例年とは変化をつけたので、じっくり見ていただけたと思います。
くらしのリーダー（グリーンコンシューマー啓発リーダー）
は、環境にやさしい生活を推進する
グリーンコンシューマー活動に取り組んでいます。
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おかしい！？と思ったら、まず相談を！
！
消費生活センター相談案内
◆相談受付 ０７２‐８４４‐２４３１

◆消費生活センター付近図
至大阪

◆受付時間 午前９：３０〜午後４：３０

枚方市駅

東口

至京都
至私市

（土・日・祝日、年末年始除く）

サルタントが相談を受け付け、一緒に解決の方法
を考えます。
対象は、枚方市在住、在職、在学の方です。

サンプ
ラザ
1号館

サンプ
2号 ラザ
館

気軽に相談してください。専門の消費生活コン

近畿
ビルディング

消費生活に関する相談を受け付けています。

枚方藤

サンプラザ3号館
2階202号室

阪線

枚方市立
消費生活センター

土曜・日曜日の電話相談のご案内〈いずれも、受付時間：午前10時〜午後 4 時まで（年末年始除く）〉
（公社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会
◆土曜日 06‐４７９０‐８１１０（ナックスウィークエンド・テレホン）
◆日曜日 06‐6203‐76５０
（ジェーカス日曜相談）
（公社）全国消費生活相談員協会（ただし、12 時〜1 時を除く）

賢 い 消 費 者 を め ざ し て…
消費生活の基礎的な知識を身につけてもらうために、

その時々の話題をテーマにした消費生活セミナーなど
を開催しています。

■講師を派遣しています（出前講座）

消費生活について学習したいグループのために、消

費生活コンサルタントを地域に派遣しています。

■貸し出します

消費生活に関するDVD・ビデオ・本などの貸し出し

を行っています。

■石けん使用を推進しています

安全で汚れをよく落とす石けんの使用を推進するた

め、
「石けんパンフレット」
や
「石けん取り扱い店一覧表」
を作成し、配布しています。

ステッカー（直径８㎝）
を配布しています。
必要な方は、消費生活センターまで

悪質な
訪問販売お断りステッカー

■講座を開催しています

消費生活センターに寄せられる相談事例で
も、高齢者宅を狙っての訪問販売で被害を受

■各種パンフレットなどを提供しています

「くらしの危険」
（国民生活センター発行）
「くらしすと」

（大阪府、大阪市発行）他、悪質商法、食品表示、金
融商品、住宅などのパンフレットを配布提供しています。
また、消費生活に関する情報などを盛り込んだ
「シグナ

けたというケースが後を絶ちません。そこで、
センターでは「悪質な訪問販売お断りステッ
カー」
をセンターと枚方警察署の連名で作製し
ました。色は赤を基調としています。無料で配
布していますので、ぜひご活用ください。

ル（季刊）」
や
「くらしの赤信号（月刊）」
を発行しています。

枚方市立消費生活センター

〒573-0032 枚方市岡東町12番3-202号 ひらかたサンプラザ3号館2階
TEL & FAX 072-844-2433

