
■愛知県消費生活総合センター
　☎(052)962-0999

● 消費生活相談窓口のご案内 ●

消費者ホットライン
県やお住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります

☎188（いやや！）

愛知県の消費生活相談

2020年
消費生活情報

No.141

トラブルに遭ったり、不安を感じたときは、
一人で悩まずお早めにご相談ください

食育を支える取組
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　県内では、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として給付される
「特別定額給付金」の手続きを装う詐欺などの手口が確認されています。

印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

　貧困や人権、気候変動など、世界が直面する多くの課題を同時に解決していくために、
人や社会、環境などに配慮した倫理的に正しい消費を行う「エシカル
消費」に大きな期待が寄せられています。

　私たちが、積極的に「エシカル消費」を推進すれば、そうした商品・サービスを提供する事業者が増えて、結果的に
「人や社会、環境などに配慮した商品・サービス」が残ることになります。
　「エシカル消費」は、私たち消費者の行動が生産者の生産パターンを変えるという点に意義があります。

エシカルコラム ～エシカル消費の意義～

【県民文化局県民生活部県民生活課】

【県民文化局県民生活部県民生活課、愛知県警察本部生活安全総務課】

　国の「食育推進基本計画」の中で、毎年6月は食育月間と定められており、全国的に
食育の取組が進められています。
　第3次愛知県食育推進計画である「あいち食育いきいきプラン2020」では、計画
策定時からの3本柱である、食を通じて、　　「健康な体をつくる」、　　「豊かな心を
育む」、　　「環境に優しい暮らしを築く」ことを継承し、　　「食育を支える取組」を
含め、食育の実践に向けた取組を推進しています。

　日常生活の中で、規則正しい食生活を送る、感謝の気持ちや食を大切にする
心を持つ、食べ残しを減らすなどの行動も食育の取組です。一人一人が食育を
実践することで、健康で活力ある社会の実現を目指しましょう！

【農業水産局農政部食育消費流通課】

検 索食 育 ネットあ い ち 検 索

人や社会、環境などに配慮した倫理的に正しい消費を行う「エシカル
消費」

持続可能な未来のために

「エシカル消費」は、SDGｓの
ゴール12に関連する取組です。

世界の未来を変えるのは、あなたの日々の消費です。

福祉作業所など
の製品を選ぶ
障がいがある人の
自立支援

人
フェアトレード
商品を選ぶ
発展途上国の生産
者・労働者の生活
改善と自立支援

社　会
リサイクル製品・
エコ商品を選ぶ

環　境

環境負荷の軽減や
資源保護

地　域
地域で生産されたものを
地域で消費する地産地消
地域の活性化や環境負荷の軽減
被災地の産品を選ぶ
復興支援

食育の実践による健康で活力ある社会の実現

健康な体を
つくる

豊かな心を
育む

６月は
食育月間
です！

　新型コロナウイルスに限らず、「給付金」や「還付金」等の名目で、「口座番号」や「暗証番号」などの
大切な個人情報を聞き出そうとする電話は「詐欺」です！すぐに電話を切りましょう！！
　不審や疑問に思った場合は、「消費者ホットライン１８８」に早めに相談しましょう！

「10万円給付」を口実とする詐欺に注意しましょう！

いただき
ます！

給付金の
詐欺に注意!!
サ ギ

絶対に教えない  渡さない
●暗証番号　●通帳　●口座番号　●キャッシュカード　●マイナンバー

「怪しいな？」と
思ったら遠慮なく
ご相談ください！！

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン（国民生活センター）

☎0120-213-188
警察相談
専用電話

お住まいの 市区町村
お近くの 警察署

☎ ＃9110消費者ホットライン ☎188
～県やお住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります～

通話料
無料

エシカルコラム 

市区町村や総務省などが
以下を行うことは 絶対にありません
現金自動預払機
（ATM）の操作を
お願いすること

受給にあたり、
手数料の振込みを

求めること

メールを送り、URLを
クリックして申請
手続きを求めること環境に優しい

暮らしを築く

！

◆ 配 慮 対 象 別 の 具 体 例 ◆

新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法にご注意ください！

発行/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎（052）954-6603 
*「あいち暮らしっく」は、愛知県金融広報委員会の助成金を活用し発行しています。 ・発行月/2020年５月



　愛知県金融広報委員会では、中立・公正な立場
から、テーマや対象者に応じた講師（金融広報アド

バイザー）を無料で派遣しています。

　愛知県では、消費者を取り巻く環境の変化と課題に的確に対応するため、２０２０年３月に「あいち消費者安心プラン
2024（第三次愛知県消費者行政推進計画）」を策定しました。

　県内の消費生活センター・相談窓口への就職を希望する以下の（１）（２）のいずれかの要件を満たす方
　（１）消費生活相談員資格試験の合格者
　（２）消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する方

　悪質商法の手口と対処方法、
契約やクレジットに関する知識、
スマートフォンやインターネット
の安全な利用方法など、消費者
問題に関するDVD等の貸出を
行っています。
　授業や研修等で、是非ご活用
ください。
※貸出予約も承ります。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000084884.html

　三つの目標のもとに、「県と市町村が連携した地域の消費者
問題解決力強化」、「高齢者等を消費者被害から守る見守りネット
ワークの拡大」、「成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実」、
「エシカル消費※の普及促進」など、19の取組、150の施策を実施
します。
※人や社会、環境に配慮した消費行動（例：フェアトレード商品やエコ商品などの購入を積極
　的に行うこと）

【愛知県金融広報委員会】

「あいち消費者安心プラン2024」を策定しました！

愛知県消費生活相談員人材バンクの登録者を募集します！

～「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目指して～

愛知県では、消費生活相談業務に従事する人材を確保するため、
人材バンクへの登録者を募集しています。

【県民文化局県民生活部県民生活課】

【愛知県金融広報委員会】

消費者被害の救済・
未然防止の強化

目  標 1
主体性のある
消費者の育成

目  標 2
消費生活の

安全・安心の確保
安心して商品・サービスを選択
できる暮らしの実現を目指して

消費者の自立支援と持続可能な
社会の実現を目指して

消費者問題解決力の高い
地域づくりを目指して

目  標 3

県民生活課消費生活相談・消費者教育グループ　☎052-954-6165
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2（申込みは一般書留のみ）

登録対象者

登録資格・方法等は愛知県のＷｅｂページでご確認ください

検 索愛知県　消費者教育DVD 検 索

消費者教育・
啓発用映像教材を貸出します！

　学校や地域等で行う消費者
教育の授業や研修会等に、
無料で講師を派遣します。
　是非ご活用ください。

消費者教育の
講師を派遣します！

検 索愛知県　消費者教育　講師 検 索

概ね３０名以上
主催者でご用意ください。
６０分～１２０分程度
テーマに応じた講師を派遣します。
(謝金・交通費：無料)

対象人数
会　　場
講演時間
講　　師

無 料 無 料

原則１０名以上

60分～120分程度

参加人数

主催者側でご用意ください

講演時間

会　　場

申込み・
問合せ先

愛知県金融広報委員会
（愛知県県民文化局県民生活部県民生活課内）
TEL 052-954-6603　FAX 052-961-1317 検 索知るぽると　愛知 検 索

お金の学習会をしませんか？ 

【愛知県金融広報委員会】【愛知県金融広報委員会】

テ ー マ 例
★貯金箱を作ってお金の大切さを知ろう！（小学生）
★キャッシュレス
★税について知ろう
★家計管理
★気をつけよう悪質商法

★ライフプランを考えよう！
★年金と社会保障
★定年後の生活設計
★終活

有 毒 植 物 に ご 注 意 !!
　家庭菜園や畑で育てた植物と、外見が似た有毒植物を誤って食べる
事による食中毒が、毎年複数発生しています。これらの多くは、毒性を
持つ観賞植物や野草を食用と誤認した事が原因となっています。

　例えば、発生件数の多いスイセンは、有毒な葉や球根
をニラやタマネギと誤って食べる例が多数報告
されています。この他にも区別が難しいものは身近に多く、家庭菜園
以外に山菜採りで誤って有毒植物を採取する例も多々あります。
　食用かどうかをよく確認し、判断できない時は食べない等、日頃から
注意しましょう。

　県では、家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに
役立つ使用方法等の情報を来店者へ積極的にわかり
やすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポー
ター店」として登録しています。
　あいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えを
ご検討ください。

　家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素

排出量を削減できるとともに、電気代を節約することができます。

家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに
情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり

やすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポー

あいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えを
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【環境局地球温暖化対策課】

【保健医療局生活衛生部生活衛生課】

検 索あいち省エネ家電サポーター店 検 索

登録ステッカー

～講師派遣のご案内～

省エネ家電で光熱費を節約!!

例：エアコン（2.8kW）を10年前の製品から買い換えた場合
年間節約金額：約4,700円　年間CO2削減量：約89kg

お気軽に
ご連絡
ください！

申込み・
問合せ先

計画の詳しい内容は愛知県のWeb
ページでご覧いただけます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenminseikatsu/plan2024.html

【県民文化局県民生活部県民生活課】※人材バンクの登録は就職先を保証するものではありません。
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食べて
いいのか
なぁ…？

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000084884.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/plan2024.html


　愛知県金融広報委員会では、中立・公正な立場
から、テーマや対象者に応じた講師（金融広報アド

バイザー）を無料で派遣しています。

　愛知県では、消費者を取り巻く環境の変化と課題に的確に対応するため、２０２０年３月に「あいち消費者安心プラン
2024（第三次愛知県消費者行政推進計画）」を策定しました。

　県内の消費生活センター・相談窓口への就職を希望する以下の（１）（２）のいずれかの要件を満たす方
　（１）消費生活相談員資格試験の合格者
　（２）消費生活専門相談員・消費生活アドバイザー又は消費生活コンサルタントの資格を有する方

　悪質商法の手口と対処方法、
契約やクレジットに関する知識、
スマートフォンやインターネット
の安全な利用方法など、消費者
問題に関するDVD等の貸出を
行っています。
　授業や研修等で、是非ご活用
ください。
※貸出予約も承ります。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000084884.html

　三つの目標のもとに、「県と市町村が連携した地域の消費者
問題解決力強化」、「高齢者等を消費者被害から守る見守りネット
ワークの拡大」、「成年年齢引下げを踏まえた消費者教育の充実」、
「エシカル消費※の普及促進」など、19の取組、150の施策を実施
します。
※人や社会、環境に配慮した消費行動（例：フェアトレード商品やエコ商品などの購入を積極
　的に行うこと）

【愛知県金融広報委員会】

「あいち消費者安心プラン2024」を策定しました！

愛知県消費生活相談員人材バンクの登録者を募集します！

～「消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現」を目指して～

愛知県では、消費生活相談業務に従事する人材を確保するため、
人材バンクへの登録者を募集しています。

【県民文化局県民生活部県民生活課】

【愛知県金融広報委員会】

消費者被害の救済・
未然防止の強化

目  標 1
主体性のある
消費者の育成

目  標 2
消費生活の

安全・安心の確保
安心して商品・サービスを選択
できる暮らしの実現を目指して

消費者の自立支援と持続可能な
社会の実現を目指して

消費者問題解決力の高い
地域づくりを目指して

目  標 3

県民生活課消費生活相談・消費者教育グループ　☎052-954-6165
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2（申込みは一般書留のみ）

登録対象者

登録資格・方法等は愛知県のＷｅｂページでご確認ください

検 索愛知県　消費者教育DVD 検 索

消費者教育・
啓発用映像教材を貸出します！

　学校や地域等で行う消費者
教育の授業や研修会等に、
無料で講師を派遣します。
　是非ご活用ください。

消費者教育の
講師を派遣します！

検 索愛知県　消費者教育　講師 検 索

概ね３０名以上
主催者でご用意ください。
６０分～１２０分程度
テーマに応じた講師を派遣します。
(謝金・交通費：無料)

対象人数
会　　場
講演時間
講　　師

無 料 無 料

原則１０名以上

60分～120分程度

参加人数

主催者側でご用意ください

講演時間

会　　場

申込み・
問合せ先

愛知県金融広報委員会
（愛知県県民文化局県民生活部県民生活課内）
TEL 052-954-6603　FAX 052-961-1317 検 索知るぽると　愛知 検 索

お金の学習会をしませんか？ 

【愛知県金融広報委員会】【愛知県金融広報委員会】

テ ー マ 例
★貯金箱を作ってお金の大切さを知ろう！（小学生）
★キャッシュレス
★税について知ろう
★家計管理
★気をつけよう悪質商法

★ライフプランを考えよう！
★年金と社会保障
★定年後の生活設計
★終活

有 毒 植 物 に ご 注 意 !!
　家庭菜園や畑で育てた植物と、外見が似た有毒植物を誤って食べる
事による食中毒が、毎年複数発生しています。これらの多くは、毒性を
持つ観賞植物や野草を食用と誤認した事が原因となっています。

　例えば、発生件数の多いスイセンは、有毒な葉や球根
をニラやタマネギと誤って食べる例が多数報告
されています。この他にも区別が難しいものは身近に多く、家庭菜園
以外に山菜採りで誤って有毒植物を採取する例も多々あります。
　食用かどうかをよく確認し、判断できない時は食べない等、日頃から
注意しましょう。

　県では、家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに
役立つ使用方法等の情報を来店者へ積極的にわかり
やすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポー
ター店」として登録しています。
　あいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えを
ご検討ください。

　家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素

排出量を削減できるとともに、電気代を節約することができます。

家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに家電製品の省エネルギー性能、省エネルギーに
情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり情報を来店者へ積極的にわかり

やすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポーやすく説明する家電小売店を「あいち省エネ家電サポー

あいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えをあいち省エネ家電サポーター店で製品の説明を聴き、是非買い換えを

家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素家電製品を最新の省エネ製品に買い換えることで、家庭での二酸化炭素

【環境局地球温暖化対策課】

【保健医療局生活衛生部生活衛生課】

検 索あいち省エネ家電サポーター店 検 索

登録ステッカー

～講師派遣のご案内～

省エネ家電で光熱費を節約!!

例：エアコン（2.8kW）を10年前の製品から買い換えた場合
年間節約金額：約4,700円　年間CO2削減量：約89kg

お気軽に
ご連絡
ください！

申込み・
問合せ先

計画の詳しい内容は愛知県のWeb
ページでご覧いただけます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/
kenminseikatsu/plan2024.html

【県民文化局県民生活部県民生活課】※人材バンクの登録は就職先を保証するものではありません。
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食べて
いいのか
なぁ…？



■愛知県消費生活総合センター
　☎(052)962-0999

● 消費生活相談窓口のご案内 ●

消費者ホットライン
県やお住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります

☎188（いやや！）

愛知県の消費生活相談

2020年
消費生活情報

No.141

トラブルに遭ったり、不安を感じたときは、
一人で悩まずお早めにご相談ください

食育を支える取組

14

　県内では、新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として給付される
「特別定額給付金」の手続きを装う詐欺などの手口が確認されています。

印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

　貧困や人権、気候変動など、世界が直面する多くの課題を同時に解決していくために、
人や社会、環境などに配慮した倫理的に正しい消費を行う「エシカル
消費」に大きな期待が寄せられています。

　私たちが、積極的に「エシカル消費」を推進すれば、そうした商品・サービスを提供する事業者が増えて、結果的に
「人や社会、環境などに配慮した商品・サービス」が残ることになります。
　「エシカル消費」は、私たち消費者の行動が生産者の生産パターンを変えるという点に意義があります。

エシカルコラム ～エシカル消費の意義～

【県民文化局県民生活部県民生活課】

【県民文化局県民生活部県民生活課、愛知県警察本部生活安全総務課】

　国の「食育推進基本計画」の中で、毎年6月は食育月間と定められており、全国的に
食育の取組が進められています。
　第3次愛知県食育推進計画である「あいち食育いきいきプラン2020」では、計画
策定時からの3本柱である、食を通じて、　　「健康な体をつくる」、　　「豊かな心を
育む」、　　「環境に優しい暮らしを築く」ことを継承し、　　「食育を支える取組」を
含め、食育の実践に向けた取組を推進しています。

　日常生活の中で、規則正しい食生活を送る、感謝の気持ちや食を大切にする
心を持つ、食べ残しを減らすなどの行動も食育の取組です。一人一人が食育を
実践することで、健康で活力ある社会の実現を目指しましょう！

【農業水産局農政部食育消費流通課】

検 索食 育 ネットあ い ち 検 索

人や社会、環境などに配慮した倫理的に正しい消費を行う「エシカル
消費」

持続可能な未来のために

「エシカル消費」は、SDGｓの
ゴール12に関連する取組です。

世界の未来を変えるのは、あなたの日々の消費です。

福祉作業所など
の製品を選ぶ
障がいがある人の
自立支援

人
フェアトレード
商品を選ぶ
発展途上国の生産
者・労働者の生活
改善と自立支援

社　会
リサイクル製品・
エコ商品を選ぶ

環　境

環境負荷の軽減や
資源保護

地　域
地域で生産されたものを
地域で消費する地産地消
地域の活性化や環境負荷の軽減
被災地の産品を選ぶ
復興支援

食育の実践による健康で活力ある社会の実現

健康な体を
つくる

豊かな心を
育む

６月は
食育月間
です！

　新型コロナウイルスに限らず、「給付金」や「還付金」等の名目で、「口座番号」や「暗証番号」などの
大切な個人情報を聞き出そうとする電話は「詐欺」です！すぐに電話を切りましょう！！
　不審や疑問に思った場合は、「消費者ホットライン１８８」に早めに相談しましょう！

「10万円給付」を口実とする詐欺に注意しましょう！

いただき
ます！

給付金の
詐欺に注意!!
サ ギ

絶対に教えない  渡さない
●暗証番号　●通帳　●口座番号　●キャッシュカード　●マイナンバー

「怪しいな？」と
思ったら遠慮なく
ご相談ください！！

新型コロナウイルス給付金関連
消費者ホットライン（国民生活センター）

☎0120-213-188
警察相談
専用電話

お住まいの 市区町村
お近くの 警察署

☎ ＃9110消費者ホットライン ☎188
～県やお住まいの市町村の消費生活相談窓口につながります～

通話料
無料

エシカルコラム 

市区町村や総務省などが
以下を行うことは 絶対にありません
現金自動預払機
（ATM）の操作を
お願いすること

受給にあたり、
手数料の振込みを

求めること

メールを送り、URLを
クリックして申請
手続きを求めること環境に優しい

暮らしを築く

！

◆ 配 慮 対 象 別 の 具 体 例 ◆

新型コロナウイルスに便乗した
悪質商法にご注意ください！

発行/愛知県県民文化局県民生活部県民生活課
〒460-8501名古屋市中区三の丸3-1-2　☎（052）954-6603 
*「あいち暮らしっく」は、愛知県金融広報委員会の助成金を活用し発行しています。 ・発行月/2020年５月


