
「こんにちは、日下部警察署です。」
　問☎� 0110

問総務課行政担当　内線 2456

各種相談安全×安心
ひとりで悩まない……！

　

問商工労政課商工労政担当  内線2364

　    第2回　「ネットトラブルに注意！」

不安に思った場合や、トラブルが生じた
場合など消費生活相談窓口（22-1111）
または☎188にご相談ください。

　 12広報やまなし13 広報やまなし

　●「お試し」のつもりが定期購入に
　定期購入の販売サイトでは、低価格であることが強調されている一方で、契約条件や解約方法などの表示が小さかっ
たり、販売サイトとは別のリンク先に書かれていたりして、注意深く読まないと契約内容を認識しづらくなっています。
　通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。商品の注文前に定期購入が条件になっていないか、支払総額、解約・
返品の方法と条件をよく確認しましょう。販売サイトや申し込みの最終画面を印刷する、スクリーンショットを撮るな
どし、契約内容を記録しておきましょう。

　●アフィリエイト広告に注意　
　ブログ上に※バナー広告などを掲載したり、ウェブサイトを作成したりして、閲覧者がそれらの
リンクから販売サイトへアクセスして商品などを購入すると成功報酬として、宣伝した人に広告料
が支払われる仕組みです。基本的には商品が売れるほど広告収入が増えるため、ねつ造された体験
談や口コミ、過激な表現を使って購買意欲をあおる悪質なものもありますので注意しましょう。
※バナー広告：サイト内の広告画像をクリックすると、広告主のサイトに移動するもの

　●格安をうたう模倣サイト
　有名メーカーなどのウェブサイトによく似た作りで、正規サイトの価格よりかなり安く商品を販売する模倣サイトを
正規サイトと思い利用したところ、「商品が届かない」「違う商品が届いた」といったトラブルが増えています。
　－模倣サイトを見分けるポイント－
　①事業所の所在地がない。所在地の場所を調べると、田んぼや畑、個人宅になっている。 ②事業者への連絡方法が、
問い合わせフォームやフリーメールのみ。 ③販売価格が大幅に値引きされている。 ④ URL の表記がおかしい（正規サ
イトの URL と少しだけ異なる）。
　購入・決済前に模倣サイトだと気付くことが重要ですが、最近は見分けがつかないほど似せてあるものが増えていま
すので特に注意が必要です。

　警察では、地域から犯罪をなくし、安全で安心して暮
らせる地域社会をつくるため、
　毎年、10 月 11 日㈫～同月 20 日㈭までの 10 日間を

「全国地域安全運動」期間と定め、県や市町村、防犯ボラ
ンティア団体、防犯協会などの関係機関・団体と連携を
図りながら、犯罪の予防活動を展開しています。
　山梨県内では、この期間中、
   「みんなで築こう　安全・安心　やまなしけん」
をスローガンに、子供と女性の犯罪被害防止、電話詐欺
の被害防止に重点をおいた運動を行います。
　また、10 月 18 日㈫には、「桃源文化会館」において、

「令和４年度安全・安心なまちづくり山梨県民大会」を開
催する予定です。
　そのほか、各警察署でも各種キャンペーン・行事を予
定しています。
　地域から犯罪をなくし、安全で安心して暮らせる地域
社会の実現のため、ご協力をお願いします。

■ スマートフォンで位置情報の確認ができますか？
■ 複数人での登山と登山計画書の提出を！

コ ン パ ス の
登 録・ 詳 細
は 左 の 二 次
元コードから

　　秋山登山の注意事項！
■ 陽の高いうちの下山を！
■ ヘッドライトを忘れずに !
■ スマホ予備バッテリーを携行！

インターネット登山届登録
システム「コンパス」への
登録をお願いします！

 全国地域安全運動の実施について

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐた
め、相談中止の措置を取る場合があります。
詳しくは各問い合わせ先へ直接ご連絡くだ
さい。また、参加の際はマスクの着用と検
温の実施をお願いします。

相　　談 内　　容 日時・会場 申込・問い合わせ

行政相談 行政相談委員による国・県・市など
の仕事についての苦情や要望。

10/21 ㈮　13:30 ～ 16:00
牧丘支所　会議室

総務課行政担当
内線 2455

結婚相談

結婚を希望する人の相談・相手探し。
相談は、できるだけ希望者本人がお
越しください（登録は本人のみ受付
可）。登録希望者は、履歴書用写真

（3.5cm ×５cm 程度）、スナップ写
真、印鑑（朱肉を使うもの）、身分証
明書をお持ちください。

10/15 ㈯
14:00～17:00（受付は16:30まで）
街の駅やまなし

街の駅やまなし
（水曜日休館）
☎⑳ 7010

こころの
健康相談

家庭や職場など人間関係に悩んでい
る。子育て、介護疲れで辛い。体調
がすぐれず話を聴いてほしい。人に
会うのがおっくうになり、ひきこも
りがちなど。悩んでいる人やその家
族が対象。要予約。

◆公認心理師：10/13 ㈭
◆精神保健福祉士：10/24 ㈪
9:30 ～、10:30 ～、13:00 ～、14:00 ～
各時間帯 1 人ずつ
◆精神対話士
日時は応相談。1 回 80 分

健康増進課健康支援担当
内線 1168
福祉課障害福祉担当
内線 1139
介護保険課地域包括支援担当
内線 1227

不動産相談 不動産全般に関する相談。
10/20 ㈭ 10:00 ～ 15:00

（12:00 ～ 13:00 は休み）
市役所西館 2 階 203 会議室

（公社）
県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300

年金相談 年金全般に関する相談。要予約。
予約時に相談内容をお伝えください。

10/27㈭　9:30 ～ 16:00
（12:00 ～ 13:00 は休み）
市役所西館 2 階 203 会議室

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

司法書士
無料相談会

相続登記、土地や建物の名義変更、
遺言、成年後見、会社関係の登記な
ど。1 組 40 分まで。要予約。書類
の作成指導や審査はいたしません。
※初めてのご相談に限ります。

10/21 ㈮　13:30 ～ 16:30
街の駅やまなし

山梨県司法書士会
相続登記相談センター
☎ 055-253-2376

特設
人権擁護相談

いじめ、虐待、配偶者からの暴力、
セクハラ、コロナウイルス感染症に
起因するものなど、人権問題に関す
る悩みごと・困りごと・心配ごと。

10/12㈬　10:00 ～ 15:00
（12:00 ～ 13:00 は休み）
市役所西館 2 階 203 会議室

福祉課社会福祉担当
内線 1134

パソコン・
タブレット
困りごと相談

パソコン・タブレットの操作方法に
関する相談。講師：ちどりネット（主
催：山梨市中央公民館）定員を制限
して実施します。

10/1 ㈯　13:00 ～ 15:00
市民会館３階 301 会議室

ちどりネット
☎ 090-3210-1620（村田）

弁護士による
無料法律相談

離婚、相続、土地・建物賃貸借、交
通事故、消費者問題など法律に関す
る相談。１人３０分まで。要予約

10/24㈪　13:00 ～ 16:00
（予約受付は 10/11 ㈫ 8:30 から）
市役所西館 2 階 203 会議室

総務課行政担当
内線 2455

土日電話
行政相談

国の仕事に関する手続きやサービス
などのお困りごと相談。

10/22㈯、10/23 ㈰　
9:00 ～ 16:00

行政相談センター
きくみみ山梨
☎ 055-252-1100

行政書士
無料相談会

相続・遺言、成年後見制度、各種許
認可申請、農地などの手続きに関す
るお困りごと相談。

10/14 ㈮　10:00 ～ 16:00
（12:00 ～ 13:00 は休み）
山梨県立青少年センター３階第１
会議室

山梨県行政書士会
☎ 055-237-2601

無料調停
手続相談会

金銭トラブル、離婚、親族間紛争、
土地建物問題など生活の中で生ずる
身近なトラブルに関する相談。

10/15 ㈯ 10:00 ～ 16:00
（予約不要、受付は 15：30 まで）
甲府市役所１階市民活動室

甲府地方裁判所総務課庶務係
☎ 055-235-1133

多重債務
相談窓口

借金の返済でお悩みの方へ解決のた
めの助言を行い、必要に応じ法律専
門家を紹介します。

月曜日～金曜日（祝日を除く）
８:30 ～ 16:30

（12:00 ～ 13:00 は休み）

財務省　甲府財務事務所
債務相談窓口
☎ 055-253-2269

10/17 ～ 10/23 は行政相談週間


