
■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！）
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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

　県民の皆様が、消費者トラブル未然防止のための実践的な講座を、いつでもどこでもご視聴できるよう、
YouTube上に消費者教育オンライン講座を開講しています。ぜひご視聴ください！

YouTubeで
動画配信中！ 消費者教育オンライン講座のご案内

1講座動画「自立した消費者を目指して!!」 2 ショートストーリー動画
「『手口』を知って 消費者トラブルを防ごう！」　高等学校や特別支援学校等で実施している講座の内容

を抜粋し、授業や家庭
学習等でご活用いた
だけるようにしました。
   資料、ワークシートも
あります！

　若者に多いトラブル事例とその対処方法について、
ショートストーリー仕立ての
漫画動画で分かりやすく解説
しています。
　４～５分程度で手軽にご覧
いただけるようにしました。【タイトル】

❶成年年齢引下げと
　契約
　（約18分）

❸インターネット通販の
　定期購入トラブル 
　除毛剤編
　（約5分）

❹アパート等退去時の
　原状回復トラブル
　（約4分30秒）

【タイトル】
❶マルチ商法の
　トラブル
　（約４分）

❷痩身エステの
　トラブル
　（約4分）

❷ネットトラブルと
　エシカル消費
　（約12分）
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　エシカルライフでは、エシカル消費（人や社会、環境、地域等に配慮した商品・
サービスを選んで消費すること）に関する情報をわかりやすくお伝えしていきます。
　第３回目は、「環境」の取組です。

印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

【県民文化局県民生活部県民生活課、環境局地球温暖化対策課】

検 索あいち暮らしweb 検 索

　 愛知県では、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
分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。
　引っ越しなどで家電の買い換えを検討される際には、
お近くの「あいち省エネ家電サポーター店」で製品の説明を
聴いて、納得してお得な選択をしましょう。

検 索あいち省エネ家電サポーター店 検 索詳しくはこちらへ

実践するためには・・・

【環境への配慮】
エシカル消費

　もうすぐ、春ですね。
　新生活を始めるために引っ越しされる方も多いのではないでしょうか。
　引っ越しは家電製品を買い換えるタイミングとなることの多いイベントです。
　古い家電製品を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。

　「省エネ家電の選択」は、「環境」への配慮につながるエシカル消費の一つです。

vol.3

【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】

チャンネル登録
してね！
#消費者教育　
#愛知県で検索！

検 索エシカル消費  愛知県 検 索

詳しくはこちらへ

※ポータルサイトは、2021年３月の開設日以降しか
ご覧いただけませんので、ご注意ください。

   愛知県では、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けて、貧困や飢餓、雇用、地域活性化、気候変動、資源など
様々な社会的課題や環境問題の解決につながるエシカル消費※の理念を、広く県民の皆様に普及する取組を進めています。
　消費者一人ひとりの行動が世界の未来を変える“チカラ”を持っていることに気づき、
実感してもらう“きっかけ”となるような情報を、様々な人たちとのパートナーシップにより
発信するためのポータルサイトを開設します。
　ぜひ、ご覧いただき、「エシカル消費」の魅力を感じてみてください。
※「エシカル消費」とは、直訳すると「倫理的な消費」となります。
つまり、「安くて良いモノ」や「自分にとってどれくらい得か」といった
基準で選ぶことではなく、より広い視野で、「人や社会、環境などに
優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指しています。
自分以外の他者や地域社会、自然環境などを思いやる、「思いやり
消費」、「応援消費」とも言えます。

2021年3月
開設予定!!

ご視聴はこちら→

ご視聴はこちら→ご視聴はこちら→

ご視聴はこちら→ ご視聴はこちら→

例：エアコン（2.8kW）を10年前の製品から買い替えた場合
　  年間節約金額：約4,510円　　年間CO2削減量：約75kg

登録ステッカー

分かりやすく
説明して
もらえます！

ご視聴はこちら→

大丈夫 自信過剰の 落とし穴※

※あいち暮らしＷＥＢ「消費者トラブルかるた」より抜粋

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 

消費者トラブル情報を始め、暮らしの情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！
*「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/2021年2月

インターネット（愛知県電子申請・届出システム）でも受け付けています。

省エネ五つ星エアコン
★ ★ ★ ★ ★



●自宅の電話を常に「留守番電話設定」にして、犯人と話さない対策をしましょう！
●電話に出てしまったら、「確認する」などと言って、すぐに電話を切りましょう！
●電話を切ったら、自分で調べた連絡先に事実確認をしたり、家族や警察などに相談をしましょう！

【愛知県警察本部生活安全総務課】

【県民文化局県民生活部県民生活課】

【保健医療局
  生活衛生部
  生活衛生課】 【防災安全局防災部消防保安課産業保安室】

　冬はノロウイルスによる食中毒に注意が必要です。
　ノロウイルスは感染力が強く、10～100個程度のウイルス
で感染し、嘔吐、下痢、腹痛などの症状を起こします。加熱不
十分な二枚貝を食べたことが原因となるほか、人の手などを
介してウイルスが付着した食品からの感染例も増えています。

　愛知県では、毎年「消費者教育研究校」を指定し、消費者教育の実践的授業を行う
ほか、その成果を教職員向け研修として実施する「消費者教育推進フォーラム」を通じて
広く紹介することで、学校現場等における実践的な消費者教育を支援しています。
　今年度は、2022年４月の成年年齢引下げを踏まえたこれからの消費者教育のあり
方について、消費者教育に携わる関係者が理解を深めるとともに、学校等における
消費者教育の更なる展開につなげることを目的として開催しました。

　 「成年年齢引下げを踏まえたこれからの消費者教育のあり方」と題して、社会で起きている問題や若者
の消費者被害の現状に加え、持続可能な社会をつくる上で大切なことについて、お話をいただきました。
　 島田氏は、「まさに今は、困難な時代だが、こういう時代であればこそ、新しい未来を切り開く力を
持っているし、連帯していくことによって社会が変わっていくんだということを子どもたちに伝えていく
ことが、持続可能な社会をつくる上でも消費者被害を減らしていく上でも大事である」と熱く語られ
ました。

　パネルディスカッションでは、令和元年度消費者教育研究校の担当教員に
よる「社会への扉」を活用した実践的授業の報告を基に、実践を通して考える
消費者教育のあり方について、外部講師を活用した効果的な授業の組み立て
方やその成果、今後の取組など、活発な意見交換が行われました。

オンラインゲームの課金トラブルに注意!!

犯人は、警察や役所、金融機関など、様々な身分を装って自宅に
電話を架けてきます。

●「キャッシュカードが偽造されて
いるので封筒に入れて保管を」
●「キャッシュカードが古くて還付金
が振り込めないので交換が必要」
などと言われ、電話の最中に別の犯
人が自宅に訪問してきます。

キャッシュカードの入った封筒を、隙を
見て別の封筒にすり替えられたり、
新しいキャッシュカードに
交換するため提出する
よう求められ、ダマし
取られてしまいます。

　 閉め切った部屋でガス機器を使い続けると、不完全燃焼に
より一酸化炭素が発生します。
　一酸化炭素は、無味無臭の気体で極めて毒性が強いため、
ほんの少しでも吸い込んでしまうと気づかないうちに一酸化
炭素中毒になる危険があります。重症になると死に至ること
もあります。

【犯人の手口】

電話に出てしまうと・・・ そして、ダマし取られる・・・

対　策

30
万円！？

自宅で一人、
ゲームをしていると…

翌月の利用
明細書を確認
　　すると…

ごめんなさい…。

えっ！
なんで？

●オンラインゲームの遊び方やルールについて、子どもとよく話し合いましょう！
●周りの大人は、クレジットカードの適切な管理をすると
ともに、ペアレンタルコントロール※１やキャリア決済※2

限度額の設定をしましょう！
※１ 保護者が子どもの使用する情報通信機器を管理できる機能のこと
※２ 携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の
　　利用料金等と合算して支払うことができる決済のこと

まさか
うちの子が？

•オンラインゲームに関する相談件数は、年々増加傾向です。
•当事者の７割程度が未成年者と、低年齢化が進んでいます。
•特に小学生が契約当事者となる相談が急増しています。
•注意点を学び、トラブルを未然に防ぎましょう！

Topics

アドバイス

【あいち暮らしWEB
 キャラクター　ピッピ】

トラブル防止は
大人の責任
です！

令和２年度消費者教育推進フォーラムを開催しました！
日 時 ２０２０年１１月１８日（水）14時から16時15分まで 場 所 愛知県自治センター１２階会議室E

成年年齢引下げを踏まえたこれからの消費者教育のあり方について
～公正で持続可能な社会の実現に向けて～

基調
講演

実践を通して考える消費者教育について
パネル
ディス
カッション

佐藤島田
法律事務所
所長
島田  広氏

愛知県立城北つばさ高等学校
愛知県立南陽高等学校

愛知県立渥美農業高等学校
愛知県立豊田高等特別支援学校 【県民文化局県民生活部県民生活課】

●十分な加熱調理（二枚貝などは中心部を85～90℃で90秒以上）
●手洗い（特にトイレの後、調理前、食事前）

を心掛けましょう！

【手洗い犬ゴッシー】

食中毒予防のために・・・

ガス機器を使う時は、
換気扇を回したり、こまめに窓を開けるなど、必ず換気

一酸化中毒事故を起こさないために・・・

をしましょう。

親のクレジットカード番号を
入力してアイテムを購入して
しまいました。

勝手にカードを
使ったの？

このアイテム
買っちゃおう！

もっと強く
なりたいな。

お母さんの
クレジット
カードは確か
ここに･･･

しっかり管理
していなかった
私にも責任が・・・

令和元年度
消費者教育研究校

外部動画サイトYouTube上で
ショートストーリー動画
を掲載しています。
ぜひ、ご視聴ください！

32

ガスを使うときには、
必ず換気をしましょう！

「渡すな危険!!キャッシュカード!」～　　　　　　　　　　　　　　 を合言葉に特殊詐欺を防ぎましょう～

ノロウイルスによる
食中毒に気をつけましょう！

キャッシュカードをダマし取られる
特殊詐欺の被害が増加！
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親のクレジットカード番号を
入力してアイテムを購入して
しまいました。

勝手にカードを
使ったの？

このアイテム
買っちゃおう！

もっと強く
なりたいな。

お母さんの
クレジット
カードは確か
ここに･･･

しっかり管理
していなかった
私にも責任が・・・

令和元年度
消費者教育研究校

外部動画サイトYouTube上で
ショートストーリー動画
を掲載しています。
ぜひ、ご視聴ください！

32

ガスを使うときには、
必ず換気をしましょう！

「渡すな危険!!キャッシュカード!」～　　　　　　　　　　　　　　 を合言葉に特殊詐欺を防ぎましょう～

ノロウイルスによる
食中毒に気をつけましょう！

キャッシュカードをダマし取られる
特殊詐欺の被害が増加！



■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窓口

2021年
消費生活情報

No.146

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

　県民の皆様が、消費者トラブル未然防止のための実践的な講座を、いつでもどこでもご視聴できるよう、
YouTube上に消費者教育オンライン講座を開講しています。ぜひご視聴ください！

YouTubeで
動画配信中！ 消費者教育オンライン講座のご案内

1講座動画「自立した消費者を目指して!!」 2 ショートストーリー動画
「『手口』を知って 消費者トラブルを防ごう！」　高等学校や特別支援学校等で実施している講座の内容

を抜粋し、授業や家庭
学習等でご活用いた
だけるようにしました。
   資料、ワークシートも
あります！

　若者に多いトラブル事例とその対処方法について、
ショートストーリー仕立ての
漫画動画で分かりやすく解説
しています。
　４～５分程度で手軽にご覧
いただけるようにしました。【タイトル】

❶成年年齢引下げと
　契約
　（約18分）

❸インターネット通販の
　定期購入トラブル 
　除毛剤編
　（約5分）

❹アパート等退去時の
　原状回復トラブル
　（約4分30秒）

【タイトル】
❶マルチ商法の
　トラブル
　（約４分）

❷痩身エステの
　トラブル
　（約4分）

❷ネットトラブルと
　エシカル消費
　（約12分）
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　エシカルライフでは、エシカル消費（人や社会、環境、地域等に配慮した商品・
サービスを選んで消費すること）に関する情報をわかりやすくお伝えしていきます。
　第３回目は、「環境」の取組です。

印刷・コピーＯＫです。広くご活用ください。

【県民文化局県民生活部県民生活課、環境局地球温暖化対策課】

検 索あいち暮らしweb 検 索

　 愛知県では、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
分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。
　引っ越しなどで家電の買い換えを検討される際には、
お近くの「あいち省エネ家電サポーター店」で製品の説明を
聴いて、納得してお得な選択をしましょう。

検 索あいち省エネ家電サポーター店 検 索詳しくはこちらへ

実践するためには・・・

【環境への配慮】
エシカル消費

　もうすぐ、春ですね。
　新生活を始めるために引っ越しされる方も多いのではないでしょうか。
　引っ越しは家電製品を買い換えるタイミングとなることの多いイベントです。
　古い家電製品を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。

　「省エネ家電の選択」は、「環境」への配慮につながるエシカル消費の一つです。

vol.3

【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】

チャンネル登録
してね！
#消費者教育　
#愛知県で検索！

検 索エシカル消費  愛知県 検 索

詳しくはこちらへ

※ポータルサイトは、2021年３月の開設日以降しか
ご覧いただけませんので、ご注意ください。

   愛知県では、誰一人取り残さない持続可能な社会の実現に向けて、貧困や飢餓、雇用、地域活性化、気候変動、資源など
様々な社会的課題や環境問題の解決につながるエシカル消費※の理念を、広く県民の皆様に普及する取組を進めています。
　消費者一人ひとりの行動が世界の未来を変える“チカラ”を持っていることに気づき、
実感してもらう“きっかけ”となるような情報を、様々な人たちとのパートナーシップにより
発信するためのポータルサイトを開設します。
　ぜひ、ご覧いただき、「エシカル消費」の魅力を感じてみてください。
※「エシカル消費」とは、直訳すると「倫理的な消費」となります。
つまり、「安くて良いモノ」や「自分にとってどれくらい得か」といった
基準で選ぶことではなく、より広い視野で、「人や社会、環境などに
優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指しています。
自分以外の他者や地域社会、自然環境などを思いやる、「思いやり
消費」、「応援消費」とも言えます。

2021年3月
開設予定!!

ご視聴はこちら→

ご視聴はこちら→ご視聴はこちら→

ご視聴はこちら→ ご視聴はこちら→

例：エアコン（2.8kW）を10年前の製品から買い替えた場合
　  年間節約金額：約4,510円　　年間CO2削減量：約75kg

登録ステッカー

分かりやすく
説明して
もらえます！

ご視聴はこちら→

大丈夫 自信過剰の 落とし穴※

※あいち暮らしＷＥＢ「消費者トラブルかるた」より抜粋

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 

消費者トラブル情報を始め、暮らしの情報サイト「あいち暮らしＷＥＢ」をご覧ください！
*「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/2021年2月

インターネット（愛知県電子申請・届出システム）でも受け付けています。

省エネ五つ星エアコン
★ ★ ★ ★ ★


