
■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

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

学 校 で の 消 費 者 教 育 を 応 援 し ま す   ！ あ
い
ち 暮らしっく
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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】

検 索あいち暮らしweb 検 索

　「エシカル消費」は、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の
ゴール12「つくる責任・つかう責任」に関連するもので、人や社会、環境に配慮した消費
行動(倫理的消費)として、私たち消費者一人一人が身近なことから参加できる取組です。
　エシカル消費は、「環境問題」や「人権問題」等、様々な課題の解決に貢献することが期待
され、世界的に推進されています。

　学校などにおける消費者教育を推進するため、授業や
学年集会、教員やPTAの研修会などへ、弁護士、司法
書士、消費生活相談員などの講師を無料で派遣してい
ます。ぜひ、ご活用ください。

●成人を間近に控えた高校生等向け
　消費者庁作成教材「社会への扉」を活用
した講座（授業）を実施します。
　YouTubeでオンライン
講座も公開しています！
●教員向け
 • 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の指導方法
 • 消費者教育教材「社会への扉」の活用方法
 • 消費者市民社会とエシカル消費　など

●児童・生徒・ＰＴＡ向け
 • 契約の基礎知識　• 消費者トラブル事例と対処法
 • 金融教育（クレジットカード等）　• 消費生活センターの概要
 • 持続可能な消費の実践(エシカル消費)　など

●消費生活情報　あいち暮らしＷＥＢ
　楽しく学べる消費者教育教材等を掲載しています。
　 • 動画で学ぶ「かしこい消費者市民になろう！」
　 • マンガでわかる「相談窓口へ行こう‼」　など

講師派遣のご案内 「あいち暮らしＷＥＢ」のご案内無料

　契約・クレジット・悪質商法・インター
ネット・消費者教育など、消費生活に関
するDVD等の教材の貸出をしています。
　学校での授業や研修、地域のイベント、
学習会などでぜひ、ご活用ください。

映像教材の貸出無料

検 索愛知県　消費者教育DVD 検 索検 索愛知県　消費者教育　講師 検 索

お問合せはお気軽に、愛知県県民生活課まで！ ☎052-954-6603
　愛知県金融広報委員会
では、中立・公正な立場
から、金融・金銭教育に関
する学習会に講師（金融
広報アドバイザー）を

無料で派遣しています。

原則１０名以上 60分～120分程度参加人数

派遣条件

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）
☎052-954-6603　FAX 052-961-1317

申込み・
問合せ先

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）

新型コロナウイルス感染症対策にご協力頂く事が派遣の条件です。
参加者は収容定員の半数／手指消毒／マスク着用の依頼　等

【登録対象者】　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
【登録資格・方法等は愛知県のＷｅｂページでご確認ください】 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000084884.html

★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
★奨学金について
★終活　など

【愛知県金融広報委員会】

【県民文化局県民生活部県民生活課】

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！
～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～

お金の
学習会を
しませんか？ テ

ー
マ
例

検 索知るぽると　愛知 検 索

講師派遣のご案内

※人材バンクの登録は就職を保証するものではありません。　

エシカル消費
について

【エシカル消費の具体例】

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

2021年 5月25日(火)～8月20日(金)
・どなたでも応募可能です。　・何点でも応募可能です。

・応募用紙(Webページからダウンロード)と自作の未発表
作品を以下宛先までメール（ファイル転送サービス等）
又は郵送（簡易書留郵便等）にて提出してください。

【ロゴマーク】  ・作品のサイズは、160mm×160mm程度
　　　　　　　でカラー及びモノクロの2種類

【イメージ動画】  ・１分以内（100MB以下）

・県が設置する選考委員会において審査を行い、受賞作品
を決定し、記者発表にて公表します。
・県が開催するイベント (2021年11月頃開催予定) に
おいて表彰式を実施します。

・応募にあたり、愛知県県民生活課Webページに掲載して
いる募集要項を必ずご覧ください。
・応募の時点で募集要項の記載内容に同意したものとします。

募集期間

応募資格 結果発表

注意事項

応募方法

※未成年者は保護者の同意が必要となります。

リサイクル商品・エコ商品を選ぶ、マイバックを使う
→環境保護、環境に配慮された商品・販売方法の拡大

環  

境

社  

会

地  

域

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

地元の農林水産物を消費する（地産地消）
→地域の活性化・輸送に伴う環境負荷軽減

福祉作業所等の製品を選ぶ
→障がいがある人の自立支援

エシカル消費
普 及 啓 発

募集中！最優秀賞：１点
賞金：30,000円相当の

商品券

※「公平・公正な貿易」
製品等を適正な価格で継続的に購入することで、生産者や
労働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組み

「成年年齢引下げと
 契約」編（約18分）

入賞：10本
賞金：5,000円相当の

商品券

れんらくを 家族で取り合い 被害ゼロ※
※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5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。

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


夏休みの
研究にもぴったり！

みんな
応募してね！

●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。
●「迷惑電話防止機能付き電話機」が効果的です。
●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。
●一人で判断せずに、家族や警察等に相談をしましょう！

【保健医療局生活衛生部生活衛生課】

① 犯人が固定電話に役所職員をかたって電話し、「医療費、健康保険料の還付金がある」、「本日
までなら特別に手続きができる」、「普段、利用する金融機関を教えてほしい」等と説明して、
コンビニ等に誘導し、ＡＴＭを操作させ、犯人の口座に送金させる手口です。

② 役所や金融機関をかたり「受取手続き
はATMでできる」「手続きのために、
××スーパーのATM（人目につき
にくい無人のATM等）に行って」と
指示し、ATMに誘い出す。

③ ATMに着くと、「還付金受取
手続き」と言って、ATM操作を
指示し、口座からお金を振り
込ませてだまし取る。

【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

【エコりん】

【環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室】【環境局環境政策部環境活動推進課】

　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4回目は、「地産地消」の取組です。

vol.4

【地域への配慮】
エシカル消費

　地産地消は、地域で生産された農林水産物をその地域で消費する取組です。県では、
愛知県版の地産地消の取組である「いいともあいち運動」を推進しています。
　県産農林水産物やその加工商品
には、この運動のシンボルマーク
“あいまる”が付いているものがたく
さんありますので、“あいまる”を目印
に、愛知県産品を探してみましょう。
　「エシカル消費」につながる地産
地消を通じて、愛知県の農林水産物
の魅力に触れてみませんか。

「いいともあいち運動」って知ってる？
★県内の消費者と生産者が今まで以上に
　いい友関係になる
★Eat more Aichi products
　（イート モア アイチ プロダクツ）
　＝もっと愛知県産品を食べよう（利用しよう）

【農業水産局農政部食育消費流通課】

　気温と湿度が高くなり、料理が傷みやすい季節を迎えます。
　地域の飲食店等において、テイクアウト等を利用する時は、次のポイントに気を付けて
安全な食生活を送りましょう。

　2022年4月から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
　約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わるのか、私たちの暮らしに
どのような影響がもたらされるのか、今から心構えをしておきましょう。

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、
安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

・長時間持ち歩かないようにしましょう。
・持ち帰ったら、すぐに食べましょう。すぐに食べない場合は冷蔵庫で
保管する等、長時間常温で放置しないようにしましょう。
・再加熱するときは中心までしっかり加熱しましょう。
・食べる前にはしっかり手を洗いましょう。

ポイント

【手洗い犬ゴッシー】

【あいち暮らしWEB
 キャラクター　ピッピ】

成年になることで変わること！

親（法定代理人）の同意がなくても自分の意思で
様々な契約ができるようになります！
・携帯電話の契約　　　　　　・アパートの契約
・クレジットカードの契約　　・ローン契約　　など

未成年者取消権が適用され
なくなるため、一旦契約すると
一方的にやめられないから、

注意が必要だよ！

被害防止のキーワード ：「還付金」＋「ＡＴＭ」は 詐 欺！！
【愛知県警察本部生活安全総務課】

　楽しく環境の大切さを学んでいただくため、
県内の環境学習施設等が連携して、「AEL
ネット環境学習スタンプラリー」を開催します。
　施設への来館や講座・イベントへの参加により、スタンプを
集めた方の中から、抽選で図書カード等の記念品をプレゼント！
　詳細は、Webページ（https://ael-stamp.jp）をご覧ください。

　「水質パトロール隊」になって、“水”のこと、調べてみよう！
考えてみよう！
　身近な水環境に関心を持っていただくため、水質パト
ロール隊を募集しています。

お送りする調査マニュアルを参考に、水辺の水質を調べ
たり、生きものを観察して、その結果を10月29日（金）
までに提出してください。

開催期間

誰がなれるの？

記念品

場　所

2021年6月22日（火）～2022年2月23日（水・祝）
愛知県環境学習施設等連絡協議会
（AELネット）に加盟する施設等

小中学生を中心としたグループです。
（大人の方1名を代表者として登録します。）

応募期限は？
8月31日(火)です。必要事項を記入し、お申込みください。
たくさんのご応募お待ちしています！

【申込み・お問い合わせ先】
環境局生活環境地盤対策室　
電話052-954-6220

活動内容は？

5,000円分図書カード（抽選で５名）

※A～C賞に当たらなかった方

検 索AELネット　スタンプラリー 検 索

A賞
3,000円分図書カード（抽選で20名）B賞
1,000円分図書カード（抽選で100名）C賞

（抽選で50名）電子クイズ参加賞
オリジナルグッズセット（抽選※で450名）

木製オリジナル
キーホルダーキット

Wチャンス賞

詳しくはこちらへ 検 索水質パトロール隊 検 索

詳しくはこちらへ

【かっぱとくん】

ぜひ、
参加してね！

【愛知県の農林水産物の一例】

キャベツ
みかん

しらす 豚　肉

豚ロースとんかつ用

32

AEL（あえる）ネット
環境学習スタンプラリーを

開催します！

テイクアウトを楽しむために！

18歳から「大人」に！
　～成年年齢引下げで何が変わる？～

水質パトロール隊募集中！

ＡＴＭで医療費等の還付金は戻りません！

https://ael-stamp.jp
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ポイント

【手洗い犬ゴッシー】

【あいち暮らしWEB
 キャラクター　ピッピ】

成年になることで変わること！

親（法定代理人）の同意がなくても自分の意思で
様々な契約ができるようになります！
・携帯電話の契約　　　　　　・アパートの契約
・クレジットカードの契約　　・ローン契約　　など

未成年者取消権が適用され
なくなるため、一旦契約すると
一方的にやめられないから、

注意が必要だよ！

被害防止のキーワード ：「還付金」＋「ＡＴＭ」は 詐 欺！！
【愛知県警察本部生活安全総務課】

　楽しく環境の大切さを学んでいただくため、
県内の環境学習施設等が連携して、「AEL
ネット環境学習スタンプラリー」を開催します。
　施設への来館や講座・イベントへの参加により、スタンプを
集めた方の中から、抽選で図書カード等の記念品をプレゼント！
　詳細は、Webページ（https://ael-stamp.jp）をご覧ください。

　「水質パトロール隊」になって、“水”のこと、調べてみよう！
考えてみよう！
　身近な水環境に関心を持っていただくため、水質パト
ロール隊を募集しています。

お送りする調査マニュアルを参考に、水辺の水質を調べ
たり、生きものを観察して、その結果を10月29日（金）
までに提出してください。

開催期間

誰がなれるの？

記念品

場　所

2021年6月22日（火）～2022年2月23日（水・祝）
愛知県環境学習施設等連絡協議会
（AELネット）に加盟する施設等

小中学生を中心としたグループです。
（大人の方1名を代表者として登録します。）

応募期限は？
8月31日(火)です。必要事項を記入し、お申込みください。
たくさんのご応募お待ちしています！

【申込み・お問い合わせ先】
環境局生活環境地盤対策室　
電話052-954-6220

活動内容は？

5,000円分図書カード（抽選で５名）

※A～C賞に当たらなかった方

検 索AELネット　スタンプラリー 検 索

A賞
3,000円分図書カード（抽選で20名）B賞
1,000円分図書カード（抽選で100名）C賞

（抽選で50名）電子クイズ参加賞
オリジナルグッズセット（抽選※で450名）

木製オリジナル
キーホルダーキット

Wチャンス賞

詳しくはこちらへ 検 索水質パトロール隊 検 索

詳しくはこちらへ

【かっぱとくん】

ぜひ、
参加してね！

【愛知県の農林水産物の一例】

キャベツ
みかん

しらす 豚　肉

豚ロースとんかつ用

32

AEL（あえる）ネット
環境学習スタンプラリーを

開催します！

テイクアウトを楽しむために！

18歳から「大人」に！
　～成年年齢引下げで何が変わる？～

水質パトロール隊募集中！

ＡＴＭで医療費等の還付金は戻りません！

https://ael-stamp.jp


■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

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

学 校 で の 消 費 者 教 育 を 応 援 し ま す   ！ あ
い
ち 暮らしっく

消費生活情報
2021年
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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】

検 索あいち暮らしweb 検 索

　「エシカル消費」は、2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の
ゴール12「つくる責任・つかう責任」に関連するもので、人や社会、環境に配慮した消費
行動(倫理的消費)として、私たち消費者一人一人が身近なことから参加できる取組です。
　エシカル消費は、「環境問題」や「人権問題」等、様々な課題の解決に貢献することが期待
され、世界的に推進されています。

　学校などにおける消費者教育を推進するため、授業や
学年集会、教員やPTAの研修会などへ、弁護士、司法
書士、消費生活相談員などの講師を無料で派遣してい
ます。ぜひ、ご活用ください。

●成人を間近に控えた高校生等向け
　消費者庁作成教材「社会への扉」を活用
した講座（授業）を実施します。
　YouTubeでオンライン
講座も公開しています！
●教員向け
 • 成年年齢引下げを見据えた消費者教育の指導方法
 • 消費者教育教材「社会への扉」の活用方法
 • 消費者市民社会とエシカル消費　など

●児童・生徒・ＰＴＡ向け
 • 契約の基礎知識　• 消費者トラブル事例と対処法
 • 金融教育（クレジットカード等）　• 消費生活センターの概要
 • 持続可能な消費の実践(エシカル消費)　など

●消費生活情報　あいち暮らしＷＥＢ
　楽しく学べる消費者教育教材等を掲載しています。
　 • 動画で学ぶ「かしこい消費者市民になろう！」
　 • マンガでわかる「相談窓口へ行こう‼」　など

講師派遣のご案内 「あいち暮らしＷＥＢ」のご案内無料

　契約・クレジット・悪質商法・インター
ネット・消費者教育など、消費生活に関
するDVD等の教材の貸出をしています。
　学校での授業や研修、地域のイベント、
学習会などでぜひ、ご活用ください。

映像教材の貸出無料

検 索愛知県　消費者教育DVD 検 索検 索愛知県　消費者教育　講師 検 索

お問合せはお気軽に、愛知県県民生活課まで！ ☎052-954-6603
　愛知県金融広報委員会
では、中立・公正な立場
から、金融・金銭教育に関
する学習会に講師（金融
広報アドバイザー）を

無料で派遣しています。

原則１０名以上 60分～120分程度参加人数

派遣条件

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）
☎052-954-6603　FAX 052-961-1317

申込み・
問合せ先

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）

新型コロナウイルス感染症対策にご協力頂く事が派遣の条件です。
参加者は収容定員の半数／手指消毒／マスク着用の依頼　等

【登録対象者】　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
【登録資格・方法等は愛知県のＷｅｂページでご確認ください】 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenminseikatsu/0000084884.html

★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
★奨学金について
★終活　など

【愛知県金融広報委員会】

【県民文化局県民生活部県民生活課】

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！
～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～

お金の
学習会を
しませんか？ テ

ー
マ
例

検 索知るぽると　愛知 検 索

講師派遣のご案内

※人材バンクの登録は就職を保証するものではありません。　

エシカル消費
について

【エシカル消費の具体例】

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

2021年 5月25日(火)～8月20日(金)
・どなたでも応募可能です。　・何点でも応募可能です。

・応募用紙(Webページからダウンロード)と自作の未発表
作品を以下宛先までメール（ファイル転送サービス等）
又は郵送（簡易書留郵便等）にて提出してください。

【ロゴマーク】  ・作品のサイズは、160mm×160mm程度
　　　　　　　でカラー及びモノクロの2種類

【イメージ動画】  ・１分以内（100MB以下）

・県が設置する選考委員会において審査を行い、受賞作品
を決定し、記者発表にて公表します。
・県が開催するイベント (2021年11月頃開催予定) に
おいて表彰式を実施します。

・応募にあたり、愛知県県民生活課Webページに掲載して
いる募集要項を必ずご覧ください。
・応募の時点で募集要項の記載内容に同意したものとします。

募集期間

応募資格 結果発表

注意事項

応募方法

※未成年者は保護者の同意が必要となります。

リサイクル商品・エコ商品を選ぶ、マイバックを使う
→環境保護、環境に配慮された商品・販売方法の拡大

環  

境

社  

会

地  

域

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

地元の農林水産物を消費する（地産地消）
→地域の活性化・輸送に伴う環境負荷軽減

福祉作業所等の製品を選ぶ
→障がいがある人の自立支援

エシカル消費
普 及 啓 発

募集中！最優秀賞：１点
賞金：30,000円相当の

商品券

※「公平・公正な貿易」
製品等を適正な価格で継続的に購入することで、生産者や
労働者の生活改善と自立を目指す貿易の仕組み

「成年年齢引下げと
 契約」編（約18分）

入賞：10本
賞金：5,000円相当の

商品券

れんらくを 家族で取り合い 被害ゼロ※
※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5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。

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

