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※借金問題のご相談も受け付けています！※借金問題のご相談も受け付けています！
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くらし・手続きくらし・手続き

　6月1日現在の状況を基準として、全国すべての事業所・企
業を対象に「平成28年経済センサス－活動調査」が実施され
ます。支所等がない事業所等については、
調査員証を持った調査員が訪問により、支
所等がある事業所等については、国が郵送
により調査を実施しますので、調査へのご
理解・ご協力をよろしくお願いします。

平成28年経済センサス－活動調査にご協力を

●問合せ先　広島市企画調整課（℡082-504-2012）、各区区政調整課
（℡中区504-2543, 東区568-7703, 南区250-8934, 西
区532-0925, 安佐南区831-4927, 安佐北区819-3962, 
安芸区821-4903, 佐伯区943-9703）

●ホームページ　http://www.e-census2016.stat.go.jp

●問合せ先　広島市企画調整課（℡●問合せ先 広島市企画調整課（℡082-504-2012）、各区区政調整課
（℡中区504-2543, 東区568-7703, 南区250-8934, 西
区532-0925, 安佐南区831-4927, 安佐北区819-3962,
安芸区821-4903, 佐伯区943-9703）

●ホームページ http://www.e-census2016.stat.go.jp

● お問合せは
広島市消費者月間事業実行委員会事務局まで
広島市中区基町6-27アクア広島センター街8階
（広島市消費生活センター内）
ＴＥＬ082-225-3329　ＦＡＸ082-221-6282

この他にも
・パネルを使ったクイズラリー
・関係公的機関や消費者団体による出展
など、いろんな企画が盛りだくさんです！
ぜひあそびに来てください！！

この他にも
・パネルを使ったクイズラリー
・関係公的機関や消費者団体による出展
など、いろんな企画が盛りだくさんです！
ぜひあそびに来てください！！

平成28年度 広島市消費者月間事業を開催します平成28年度 広島市消費者月間事業を開催します平成28年度 広島市消費者月間事業を開催します平成28年度 広島市消費者月間事業を開催します平成28年度 広島市消費者月間事業を開催します !!!!!!!!!!!!!!!
消費生活弁護士相談会消費生活弁護士相談会

消費者のひろば消費者のひろば

弁護士が、消費生活上のトラブルについて、来所、電話による相談に応じます！

５月28日㈯月 日㈯

５月28日㈯月 日㈯

082-211-3351
当日相談用電話

広島市消費生活センター研修室
（アクア広島センター街９階）
１０：００～１６：００
NPO法人消費者ネット広島

広島弁護士会
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会場　紙屋町シャレオ中央広場
手話通訳・要約筆記 付き

11：05～11：25 消防音楽隊の演奏

11：30～12：00 基町高校合唱部による音楽ステージ

12：00～12：30 フリータイムの消費生活コント（若年者向け）

12：30～13：00 消費生活サポーター消費啓発講座

13：00～13：30 出展者紹介（クイズラリーの紹介）

13：30～14：00 広島市電子メディアインストラクターによる紙芝居

14：00～14：30 フリータイムの消費生活コント（一般向け）

14：30～15：00 劇団小豆組による演武パフォーマンス＆寸劇

15：00～15：30 フリータイムの消費生活コント（高齢者向け）

15：30～16：00 広島消費者協会による寸劇＆クイズ

16：00～16：30 消費者一座（広島弁護士会）による寸劇

16：30～17：00 フリータイムの消費生活コント（一般向け）

第１部　みんなで挑戦！ 
　　　　　　～私たちの強みを活かしてできること～
第１部　みんなで挑戦！

～私たちの強みを活かしてできること～

第２部　みんなで演じます！ ～くらしの安全劇場～第２部　みんなで演じます！～くらしの安全劇場～

フリータイム
（よしもとクリエイティブエージェンシー広島所属）

基町高校合唱部

劇団小豆組
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□□電力

？
まずはよーく確認しましょう!!

電力小売の全面自由化スタート!

変えた方が
お得なの？ 変えない方

がいいの？
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契約する小売電気事業者を確認しましたか？
「電力会社のサービス代理店です」と偽って営業行為をされたという相談が寄せられています。不審
に思った場合は、その場で契約せずに社名や担当者名、連絡先を確認し、電力会社にそれを伝えた上
で本当に代理店なのかを確認しましょう。また、電力会社も本当に登録された事業者かどうか必ず確
認しましょう。

※登録された電気事業者は、資源エネルギー庁ホームページの「小売電気
事業者一覧」で確認することができます。インターネットで検索できなけ
れば電力自由化専用ナビダイヤル（0570-028-555）でも確認できます。

ご家庭の使用量に照らした比較になっていますか？
「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークには気を付けましょ
う。このような勧誘を受けた場合、どういった条件で安くなるのか
を確認し、仮にそれが他の商品やサービスとのセット販売による割
引の場合、セットで販売される他の商品やサービスが本当に必要か
よく検討しましょう。

契約期間や途中解約、割引の条件はどうなっていますか？
小売電気事業者は契約をする際に、月々の電気料金や契約期間、
解約に関する条件などを消費者に対してきちんと説明する義務が
あります。きちんと説明をしない場合には、その場で契約をしない
ようにしましょう。

「電気料金が必ず安くなる」などの勧誘トークには気をつけましょう!!「電気料金が必ず安くなる」などの勧誘トークには気をつけましょう!!
あわてないで！まずはしっかりチェック　　しましょう！

便乗した勧誘にも注意しましょう！

◯ 太陽光パネル（ソーラーシステム）
◯ 電気温水器
◯ 蓄電池　など

便乗した勧誘にも注意しましょう！

◯ 太陽光パネル（ソーラーシステム）
◯ 電気温水器

電力小売全面自由化では、新たな機器を購入する必要はありません!!電力小売全面自由化では、新たな機器を購入する必要はありません!!

これらの機器や電力の新料金を訪問販売・電話勧誘販売で申込みをした場合、

８日以内日以内 であればクーリング・オフができます！（法定書面を受け取った日から起算して８日以内）

１８８１１８８
を押していただくと、最寄りの消
費生活センターにつながります！
※通話料金は相談者負担となります。

消費者ホットライン
い や や！

電力小売自由化について知りたいときは？電力小売自由化について知りたいときは？電力小売自由化について知りたいときは？

契約時のトラブルの相談契約時のトラブルの相談契約時のトラブルの相談

電力自由化専用ナビダイヤル 0570-028-555

電力取引監視等委員会 03-3501-5725
広島市消費生活センター 082-225-3300

　インターネットの普及に伴い、ネット上の消費者トラブルが増えています。その中で、最近年齢を問わ
ず増えているのがネット通販の定期購入によるトラブルです。実際にどのような事例か見てみましょう。

注文する前に契約内容や返品の条件などを必ず確認しましょう!!
トラブルに遭わないために!

　特定商取引法では、サイト事業者は原則、事業者の名称、
住所、電話番号、代表者名、返品の可否と条件などを記載す
るよう義務付けられており、返品についてはその記載された
内容に従うことになります。
　なお、返品の可否についての記載がない場合は、商品を受
け取ってから８日以内であれば、消費者の送料負担で返品す
ることができます。また、サイト事業者が自主的にクーリン
グ・オフ制度を設けている場合もあります。

特定商取引法では、サイト事業者は原則、事業者の名称、では、サイト事業者は原則、事業者の名称、
住所、電話番号、代表者名、返品の可否と条件などを記載す住所、電話番号、代表者名、返品の可否と条件などを記載す
るよう義務付けられており、返品についてはその記載されたるよう義務付けられており、返品についてはその記載された
内容に従うことになります。内容に従うことになります。
　なお、返品の可否についての記載がない場合は、商品を受なお、返品の可否についての記載がない場合は、商品を受
け取ってから８日以内であれば、消費者の送料負担で返品すけ取ってから８日以内であれば、消費者の送料負担で返品す
ることができます。また、サイト事業者が自主的にクーリンることができます。また、サイト事業者が自主的にクーリン
グ・オフ制度を設けている場合もあります。グ・オフ制度を設けている場合もあります。

　まずは注文した時のサイトの画面をもう一度よく確認して
みましょう。もし、4 か月の定期購入が条件であることが記
載されていたら、その内容で契約が成立しているため一方的
に解約することはできません。
　契約内容が「○○コース」という名前であれば、定期購入
である可能性があります。「お試し」という言葉に惑わされ
て契約の条件を確認しないまま申し込んでしまうと、このよ
うなトラブルになってしまいますので、事業者がどのような
記載をしているか、消費者もよく確認する必要があります。

通信販売はクーリング・オフできません！

定期購入だなんて知らなかった!!

　インターネット通販で「お試し無料！送料だけ負担
してください」というサプリメントを注文した。商品
が届きサプリメントを飲んだが効果が感じられなかっ
たので、継続して購入せずそのままにしていた。
　すると、翌月同じ商品が通常価格より少し値引きさ
れ請求書とともに送られてきた。サイトに問い合わせ
たところ、『初回無料のお試しは 4 か月の定期購入コー
スになっている』と言われて初めて定期コースである
ことを知った。4 か月も購入するつもりはなかったので
解約したいと申し出たが、『ホームページ上にきちんと
記載されている。4 か月経ってから解約を申し出てくだ
さい』と言われた。　　　　　　　　　（18歳、女性）

相談事例相談事例
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ず増えている

通信販売…いつの間にか定期購入になっていた !?信 売販通信販売通信販売通信販売…… かいつの間にか定期購入になっていの間にか定期購入になってななつの間にか定期購入にな てての間にか定期購入いつの間にか定期購入になっていたた ?!?

検索経済産業省　小売電気事業者

41°C

ポイントカード

1回しか頼ん
でないんです
けど…。

ご注文内容は4か月
の定期コースになっ
ています。

得 コース

初回無料!!
４回以上の
定期コース
での購入に
限ります。

申し込む

無料!?
ラッキー!
無料!?
ラッキー!得 コース

料!

　お客様都合による返
品は一切お受けしており
ません。
　万が一不良品や破損
等がありましたら当店に
連絡してください。

返品・交換について

返品できな
いのね。
よく調べな
くっちゃ！

返品できな
いのね。
よく調べな
くっちゃ！ 合による

けしており

換につ

電気ご使用量のお知らせ《平成◯年　◯月分》
◯　◯　◯　◯　　様

ご使用量 ご請求予定額◯◯◯kWh ◯◯◯◯円 ◯◯◯◯円


