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「消費者庁リコール情報サイト」　リコール製品の検索ができます。　http://www.recall.go.jp/

高知県金融広報委員会では、みなさんの企画した講演会、講習会、勉強会にお邪魔して講師を務める「金融広報アドバイザー」
を無料で派遣しています。「家計簿のつけ方を勉強したい」、「最近の金融トラブルについて詳しく話を聞きたい」など、くらし
に関係のある金融情報について勉強したいと思われたら、以下の先までお問い合せください。

　実在する国や県、市町村の職員を名乗る不審な電話が、県内で相次いでいます。
電話の内容は、統計調査と言って住所や名前、預貯金の額などの個人情報を聞き出そうと
するものや、医療費や社会保険料の還付を口実にＡＴＭへ誘導して操作させる還付金詐欺
と思われるものなど、様々ですので、注意が必要です。

　公的機関や銀行の職員が、電話で個人情報を聞き出すことや、還付金受け取りのために電話をすることは
ありません。公的機関を名乗ることで相手を信用させて、個人情報を聞き出したりお金をだまし取ろうとす
る目的と思われます。
　不審に感じたときは、警察（全国共通短縮ダイヤル＃9110）や消費生活センターにご相談ください。

　平成26年中に発生した県内の刑法犯認知件数は5,711件で、県民の皆様による地域安全活動のご尽力のおかげも
ありまして、平成25年と比較して819件減少しました。
　罪種別で見てみますと、刑法犯の73.2パーセントは窃盗犯であり、そのうち乗り物盗（自動車、オートバイ、自転車
を盗む犯罪）が約４割を占めています。

　金融機関の財務の健全性を調べたい場合、金融機関の店頭にあるディスクロージャー誌を利用する方法が
あります。同誌は法律で作成が義務付けられている年次報告書で、決算データのほかにも、事業方針、業務内
容、経営者の紹介などのさまざまな情報が記載されています。金融機関の経営状況をより深く分析するため、
複数の金融機関を比較する場合、⑴新聞等に掲載された決算状況を見る方法、⑵財務省・証券取引所で閲覧
できる有価証券報告書・決算書を見る方法、⑶業界団体が纏めている資料を参照する方法などがあります。

高知県金融広報委員会事務局（日本銀行高知支店総務課内）　TEL：088-822-0114

還付金の手続？防災用品の配布？不審な電話に注意！！

答えは A ③発表する

消 費 生 活 セ ン タ ー 便 り

くまったちゃんの消費者教育って何？④

そもそも
消費者教育って、

どうして
必要なの？

消費者被害を未然に防止するために、消費者が、商品を買うとき
などに、事業者の行う宣伝活動などに惑わされず適切な判断を
するための知識や能力を身につける必要があるし、また、消費者
の日々の意思決定や行動が社会や経済に大きな影響を与えるか
ら、よりよい社会をつくるために、消費者として適切な判断をす
る能力が求められているからだよ。

高知県立消費生活センター
〒780-0935　高知市旭町3丁目115番地「ソーレ」2階
ホームページ
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/141602/

相談受付　日～金　9：00～16：45
休 所 日　土・祝日・12/29～1/3

※日曜日も相談を受け付けています。

☎088-824-0999

消費生活に関するご相談は

高知県犯罪のない安全安心
まちづくりシンボルマーク

まちづくりニュース
県内で起きている犯罪の状況

2014年度 第4号
みんなで始めよう!

犯罪のない  安全安心まちづくり

安 安 心全

　県内では、持ち家やマンションなどの住宅をねらった盗難
（侵入盗）の被害が、昨年一年間で245件発生し、前年比プラス
25件の増加となりました。
　また、自転車の盗難被害も相変わらず多く、昨年は1,486件
発生しています。
　侵入盗、自転車の盗難ともに、約７割が無締まり、無施錠の
状態で被害に遭っていることから、盗難被害を防止するため
に必要な対策としては、まずは鍵をかけることが大切です。
　安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、ちょっと
した外出や自転車等を止める時にも戸締まり、施錠を心掛け
るようにしてください。

鍵かけは誰でもできる防犯活動！鍵かけは誰でもできる防犯活動！

　昨年は、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害が県内
各地で発生し、前年と比較すると被害件数（＋19件）、被害金額

（＋２億６千万円）ともに大幅に増加しました。
　詐欺の手口は年々悪質、巧妙化していますので、家族や職場等
で注意し合って被害を防いでください。
　また、不審な郵便物が届いたり、儲け話等の怪しい電話がか
かってきても、決して一人で悩むことなく、まずは家族や最寄り
の警察署に相談されるか、警察相談電話「♯９１１０」までご連絡を
お願いします。

特殊詐欺の被害が増加！特殊詐欺の被害が増加！
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（県内事例１）
消防署の職員を名乗り、一人暮らしの高齢者に防災用品を送付すると電話があり、個人情報を教え
た。後から不審に思い、消防署に確認の電話をしたら、そのような事実は無かった。 （70代女性）
（県内事例２）
「○○銀行本店」の職員を名乗る人物から、「還付金があるので手続きをして欲しい。店舗での取扱
ではないので、近くのＡＴＭに行って欲しい」と言われた。 （70代男性）

●刑法犯認知件数の推移

特殊詐欺の被害状況

●刑法犯罪種別構成比（平成26年中）
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5,711

窃盗犯
73.2％

知能犯  4.6％

風俗犯  0.6％

凶悪犯  0.6％ 粗暴犯  4.3％

その他  16.7％

短い時間の外出でも、
戸締まりを忘れずに！

自転車や
オートバイを
止める時には、
ロックを確実に！
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　近年、キャッシュレスでの支払い手段が次々に登場しており、クレジットカードやプリペイド
カードに代表される電子マネー等を利用する場面が多くなってきています。
　しかし、様々な決済の仕組みの中に、問題のある業者が入り込んでいて、プリペイドカード等を不正に取得しようと
する悪質業者とのトラブルが発生するなど、消費生活センターには、電子マネー等に関する相談が寄せられています。
　電子マネー等は、現金を用いず、買い物できるなど利便性が高く、容易に手続ができますが、思わぬトラブルが発生
することもありますので、金額等を十分に確認した上で、慎重に支払いの手続をしましょう。
　特に、実物を見られないインターネット通販においては、記載内容（業者の連絡先が不明瞭ではないか、日本語が
おかしくないか、など）もよく見ることが不可欠です。
　以下の、電子マネー等に関する事例やアドバイスを、ぜひ、ご家族の皆さんで共有してください。

子どもの加湿器への接近に御注意！やけどや怪我をすることも！！
　乾燥防止に加湿器を利用している御家庭も多いと思いますが、加湿器で子どもが
やけどや怪我をする事故が報告されています。
　加湿器は子どもの手の届かない場所に置きましょう。また、熱い蒸気が出ないタイプの加湿器を使用したり、子ども
が引っ張り加湿器をひっくり返さないよう電源コードの取扱いに注意するなど、事前防止を心掛けましょう。

電子マネー、カード…等で支払ってトラブルに
なっていませんか？あなたの家族は大丈夫！？
電子マネー、カード…等で支払ってトラブルに
なっていませんか？あなたの家族は大丈夫！？

子どもの家庭内事故に注意！子どもの家庭内事故に注意！

【事例１】 覚えがない請求だったが怖くなり、業者に指示され
るまま、コンビニの端末で手続をし、その後レジで支払いを
した結果、相手の電子マネーにチャージしてしまった。

【事例2】 業者の話を聞いて負担がなく得だと思い、指示され
るままクレジットカードで電子ギフト券を購入し、業者に送っ
たが、得することがないのに、クレジットカード会社から電子
ギフト券購入分の請求がくる。

【事例3】 クレジットカードで購入した商品が偽物のため、販
売業者に返品希望を伝えたが、対応してもらえないのに、ク
レジットカード会社からの請求はくる。

【事例4】 携帯電話会社から通信料と共に請求される方法で
支払い、ブランドのスニーカーを購入したが偽物が届いた。

１. 表示や金額をしっかり確認した上で、支払い手続を行いましょう。
２. 覚えがない請求の場合、絶対に、口頭やメール等でプリペイドカード番号を業者に伝

えたり、指示された番号にチャージしたりせず、まずは、確認をしましょう。
３. プリペイドカード番号を伝えたり、指示された番号にチャージしてトラブルとなった

場合には、早急にプリペイドカード発行会社に連絡するようにしましょう。

不安に思ったり、トラブルにあった場合は、すぐに最寄りの消費生活センターや市町村消費
相談窓口にご相談ください。

金融機関選び方編

消費者ホットライン　　消費生活相談への最初の一歩をお手伝いします。　　☎０５７０－０６４－３７０

矢口 百太

金融機関の財務内容を調べるために利用する「ディスクロージャー誌」
のdisclose（ディスクローズ）とは、どのような意味があるでしょう？
①計画する　②調査する　③発表する　④利益をあげる

答えは次のページ ➡

Q

高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な
金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。

www.shiruporuto.jp
高知県金融広報委員会

（事務局 日本銀行高知支店総務課内）

TEL：088-822-0114

知るぽるとＨＰ「今月のクイズ」より

■  ホームページ 高知県金融広報委員会 検索検索

　土佐郡土佐町で青少年の見守り活動などに取り組んでいる自主防犯
組織「さめうらポリス」がこのほど、安全で安心なまちづくりの推進に尽
力した功績が認められ、県内で初めて安全・安心まちづくり関係功労者
内閣総理大臣表彰を受賞しました。
　「さめうらポリス」は２００３年に発足し、月に５、６回は集合して駐在所
の警察官らと協力しながら児童生徒の登下校時や夜間にパトロールを
行うほか、それ以外の日でもメンバーが通学路に立っての児童の見守
りや、青色回転灯装備車両を使用した防犯パトロールを行うなど積極
的に活動しています。
　また、県立嶺北高校の自主防犯組織「嶺北フリューゲルス」と連携し、
パトロールに同行してもらい、見守り活動の方法を助言するなど、後継
者の育成にも力を入れており、これらの取組が高く評価されました。
　代表を務める川田勝さんは「地域は我々の手で守るという思いで、見
せる防犯に取り組んできました。受賞を機に、さらに気を引き締めて活
動を続けていきたい。」と話していました。

まちづくりニュース安 安 心全

■くらしネットKochi編集・発行者
　高知県文化生活部県民生活・男女共同参画課
■安全安心まちづくりニュース編集･発行者
　高知県安全安心まちづくり推進会議

■問い合わせ先
　高知県文化生活部県民生活･男女共同参画課
　〒780-8570　高知市丸ノ内1丁目2番20号
　TEL 088-823-9653（くらしネットKochi）　FAX 088-823-9879
　　　 088-823-9319（安全安心まちづくり）
　E-mail:141601@ken.pref.kochi.lg.jp

嶺北高生とさめうらポリスのメンバー

表彰を受けたさめうらポリス（手前中央が川田代表）

～ お住まいの地域での安全安心まちづくり活動を紹介します ～

　こうち被害者支援センターは、高知県公安委員
会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受け、
犯罪被害者やそのご家族からの相談に電話や面
接で応じるほか、捜査機関や裁判等への付き添い
を行うなど、様々な支援を行っています。
　様々な制度や手続きについて知りたい方、お悩
みの方は、まずは電話でご相談ください。

こうち被害者支援センターの
支援活動

こうち被害者支援センターの
支援活動

自動車の運転中に大地震が発生!?
－安全性を高める対処法－

自主防犯組織「さめうらポリス」が
　 県内初の内閣総理大臣賞を受賞！

嶺北地区

【消費者へのアドバイス】【消費者へのアドバイス】

★停止後は、ラジオなどで地震情報や交通情報を
収集して、状況の把握に努めてください。

★車を置いて避難する場合は、できるだけ道路外
に駐車するようにしてください。

★やむを得ず道路上
に駐車する場合で
も、できるだ け 左
端に寄 せ、キーを
付けたままで駐車
してください。

★自動車の運転中に大きな地震が発生した場合は、
急ブ レーキ、急ハ
ンドル を 避 け、道
路の左側に寄せて
停止してください。

相談電話　088-854-7867
（高知市永国寺町6番16号）
ＮＰＯ法人こうち犯罪被害者支援センター


