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★消費者安全確保地域協議会設置支援（受託事業） 

移行促進員として、１３市６町を消費者安全確保地域協議会設置について訪

問しました。市町の現状を把握し、講座開催等の紹介をしています。 

11月 30日（木）講師を派遣しました。 

 平成 29年度 岩国市高齢消費者・障害消費者被害防止連絡会議 

講 師 消費者委員会 元事務局長 原 早苗 氏  

テーマ 「地域での見守り活動 消費者安全確保地域協議会」 

★消費者行政充実のための意見交換会開催（13市 6町） 

9月～11月に県内市町の１２市６町の消費者行政窓口を訪問しました。 

≪消費者団体≫山口県消費者団体連絡協議会 

        山口県地域消費者団代連絡協議会 

NPO法人 消費者ネットやまぐち 

≪テ ー マ≫ 

①  「消費者安全確保地域協議会」の設置について  

②  地方消費者行政推進交付金の廃止後の消費者行政運営について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋深き隣りは何をする人ぞ 
  秋が深まってきて、消費者ネットやまぐちの近くも紅や黄色に

色づいています。黄金色に染まったパークロード 

上半期の活動やこれからの活動を紹介します。 

〒753-0083 山口市後河原 210番地 

☎ 083-923-5614 FAX 083-928-5416 

✉syohisya.net@yamaguchi.coop 

http://yamaguchi-kenren-coop.jp/net 
 

う 

 

市・町 日程 市・町 日程 

萩市 9月 14日 16時 柳井市 10 月  5日  15時半 

山口市 9月 22日 13時 美祢市 10 月  6日  10時 

長門市 9月 22日 15時半 山陽小野田市 10 月  6日  15時半 

阿武町 9月 25日 15時半 下松市 10 月 23日 13時 

平生町 9月 28日 10時 岩国市 10 月 26日 1 0時 

田布施町 9月 28日 13時 宇部市 10 月 31日 13時半 

光市 9月 28日 15時半 下関市 10 月 31日 15時半 

上関町 10月  5日 10時 周防大島町 11 月 24日 13時半 

周南市 10月  5日 13時 防府市調整中 

 

1 はじめに 

秋深き隣りは何をする人ぞ… 

ずっと秋深し…と思っていまし

たが、本当は秋深き…だそう

です・・・ 

 

2 2017 年度上半期活動報告 

・消費者安全確保地域   

協議会設置支援 

現状の高齢社の見守りネッ

トワークは、健康面からが主

な目的のものでした。その中

に消費者被害に対しての見守

り活動を取り入れた協議会設

置に向けて支援していきます 

１１月３０日（木） 

岩国市高齢消費者・障害 

消費者被害防止連絡会議 

 

 

 

 

 

 

 

  消費者委員会元事務局長 

原 早苗さん 

 

2017 年 12 月 1 日  

ＮＯ，33  ｋａｗａｋａｍｉ

  

 

活動報告     

消費者ネット 
ニュース 
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★山口県との意見交換会開催  
山口県と消費者団体との意見交換会に参加しました。  

・2017 年度上半期の各消費者団体の活動報告と山口県の活動報

告を話し合いました。  

・消費者ネットやまぐちからは「消費者安全確保地域協議会」の設置の進捗

状況,と消費者行政窓口との意見交換会の報告をしました。市町での意見交換

会から出てきた県への要望等を伝えました。 

 

 

 

   
 

 
   

・消費者行政充実のための   

意見交換会開催 

 

山口市に地域の消費者行政が更に

充実し、より安全・安心な暮らし

につながるまちづくりが推進され

るますように要請書を提出しまし

た。 

 「消費者安全確保地域協議会」

の設置を要望します 

 消費者行政の充実が継続でき 

る予算措置とそれに向けた 

一般財源の確保を要望します。 

 

・山口県との意見交換会参加 

《参加団体》  

山口県消費者団体連絡       

協議会  

山口県地域消費者団体連絡

協議会  

山口県生活協同組合連合会   

消費者ネットやまぐち  
 

 

 

 

 

 

3  消費者被害の事件 
        山口県警ホームページより 

4 消費者被害防止と見守り活動   

セミナーの参加募集 

   入場無料 （要予約） 

  県内 3か所で開催します！ 

 5 夜間無料法律相談会  

 相談無料（要予約） 

 弁護士と消費生活専門相談員

が問題解決に向かってサポー

トします！ 

 

 

  
 
 
 
 
 

（山口市）                  （柳井市） 
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 （平生町）   

 

 

 

                   

 

 

 

（下松市）                                              （田布施町）                                               

  

 

 

 

 

 

                    

（阿武町）   

                                                       （周防大島町） 

 

 

 

 

 

（光市）    

 

                      （宇部市） 

                  
 
 
 
          （下関市）      
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うそ電話詐欺事件の発生（10 月 27日発表、防府署） 

10月 10日 Aさん（60歳代、男性）方に『法務省管轄支局国民訴訟通達センター』名で葉書が届き、連絡し

たところ「弁護士を紹介する。」などと言われた。「取り下げ手続の保証金が必要。」等と言われ、約 30 回に

わたりコンビニにおいて、現金を支払う。さらに、指定された住所に現金を宅配便で送付し、合計 1,010 万円を

だまし取られた。 

うそ電話詐欺事件の発生（10 月 31 日発表、防府署） 

 10 月 24 日、A さんの携帯電話に、「有料動画の未納料金が発生している。」「本日中に連絡が

ない場合は、法的手続に移行する。」などメールが届き、指示されるまま、コンビニにおいて、10

万円を支払い、だまし取られた  

うそ電話詐欺事件の発生（10 月 31 日発表、山口南署） 

10月 26日、Aさん方に、孫を名乗る男から「喉にポリープができた。病院で鞄をなくした。」等と言われ上

司の息子を名乗る男に現金 150万円を手渡し、だまし取られたもの。 

うそ電話詐欺事件の発生（11 月 10 日発表、宇部署） 

11月 6日、Aさん方に孫を名乗る男から「体調が悪いので病院に行ったら、大事な書類の入った鞄を盗まれ

た。」「お金、が必要なので用立てて欲しい。キャッシュカードも渡して欲しい。会社の人が取りに行く。」な

どと電話があり、に現金 40万円とキャッシュカードを手渡し、だまし取られたもの。 

息子をかたるうそ電話詐欺事件の発生 

11月 1日、Aさん方に Aさんの息子を名乗る男から、「風邪を引いた。証券会社で働いている友達が横領し

た。俺も共犯者にされている。」「証券会社にお金を返さないといけないのでお金を用立ててほしい。」などと

言われた。同月 6日にも「〇〇駅（宇部市内）まで来て欲しい。弁護士がお金を取りに行く。」などと電話があ

り、この話を信じた Aさんが、指定された駅付近で弁護士を名乗る男に現金 100万円を手渡し、だまし取られ

たもの。 

  消費者被害の事件（平成 29年 9月末：暫定値） 

 

Ｈ29年度 9月末：暫定値 認知件数 うち未遂 被害金額 

うそ電話詐欺被害認知状況 89件 4件 約 1億 6,569万円 

振り込め詐欺被害認知状況 88件 4件 約１億 5,798万円 

架空請求詐欺被害認知状況 50件 2件 約 6,683万円 

融資保証金詐欺被害認知状況 5件 0件 約 870万円 

還付金等詐欺被害認知状況 9件 0件 約 524万円 

10～11 月に起きた消費者被害の事件 

 
 

山口県警ムページより抜粋 



 

4 ページ ニュースレター タイトル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

消費者ネットやまぐち 
  〒 ７５３－００８３ 

  山口市後河原 210番地 

       （山口県生活協同組合連合会内） 

電話番号: ０８３－９２３―５６１４ 

FAX 番号: ０８３－９２８－５４１６ 

電子メール:syohisya.net@ｙａｍａｇｕｃｈｉ．ｃｏｏｐ  
 

《夜間無料法律相談会》 
相談受付中（要予約） 

 

定例開催 毎週火曜日  

１８時～２０時 

相談時間 聞き取り  15分 
         （消費生活専門相談員） 

法律相談  30分   
            （弁護士） 

 

① 相談内容を消費生活専門相談員が聞き取りをし

ます。 

② 聞き取りした内容を弁護士につなぎます。相談

することが明確になり、相談時間を有効に活用

していただきます。 
 

まずはお電話ください！！ 
 

問題解決方法を見つけましょう！ 

 
申込みは消費者ネットやまぐち 事務局まで 

 

 

会員を募集してます 

 

団体正会員   入会金     2,000円       

年会費  一口 10,000 円 

団体賛助会員  年会費  一口 10,000円 

個人正会員   入会金     1,000円 

         年会費  一口 2,000円 

個人賛助会員  年会費  一口 1,000円 

 

消費者ネットやまぐちは会員の皆様の        

会費で活動しています 

 

 

 

 

 

参加してみましょう！！ 

消費者被害の現況と防止策、地域での見守り

活動について、専門の講師を招いてセミナー

を開催します。奮ってご参加ください。 

 

《テーマ 》 見守りネットワークで地域の 

くらしの安全・安心づくり 

《日程・会場》 

1月 10日（水） １３：３０～１５：００ 

    柳井市文化福祉会館   3階集会室 

1月 22日（月） １３：３０～１５：００ 

    山陽小野田市市民館   第 1会議室 

2月 2日（木） １３：３０～１５：００ 

    山口県労働福祉会館   第 1会議室 

《講 師》 一般社団法人 消費者力開発協会 

      廣重 美紀 氏 

どの会場もテーマは同じです。お近くの会場、

ご都合の良い日に申しんでください。 

申し込みは連絡先と氏名を記入し、下記のとこ

ろまでＴＥＬ、ＦＡＸにてお願いいたします。 

  申込期限 12月 20日 

地域での見守り活動の大切さが叫ばれていま

す。地域の見守り活動をするうえで、様々な機

関につなげていくことも必要になります。 

消費者ネットやまぐち 

 ＴＥＬ 083－923-5614 

 ＦＡＸ 083－928-5416 

師走に入り、寒さが一段と厳しく

なってきました。お体ご自愛下さい 

 


