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　市内の学校、高齢者団体、町内会など各種団体等からの申込
みにより、消費生活専門相談員等の資格を有する講師を派遣し
て出前講座を実施しています。
　みなさんご一緒に消費者被害に遭わないための出前講座を開
いてみませんか？

公益社団法人広島消費者協会
TEL・FAX ０８２-２２５-３３20
　　　　　　　　　（火曜日・日曜日・祝日は休み）

消費生活出前講座をご利用ください！

２０１５

◯講師派遣：無料
◯時　　間：約１～２時間
◯参　加　者：広島市内にお住いの方で概ね15名以上
◯土曜日、日曜日、祝日も派遣可能です。

【消費生活出前講座の申込み・問合せ先】

※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！※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

みんなでつくろう!　
　　　　　　消費者が主役の社会!!
みんなでつくろう!　
　　　　　　消費者が主役の社会!!
みんなでつくろう!　
　　　　　　消費者が主役の社会!!

平成27年度 広島市消費者月間事業を開催します!!平成27年度 広島市消費者月間事業を開催します!!
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！

消費者のひろば特設ステージ消費者のひろば特設ステージ消費者のひろば特設ステージ 11:05～11:25
消防音楽隊の演奏

11:30～12:00

CHRISクラス&
　　　ダンスサークル
　　　　DANSPORT
　　による
　　　ダンスステージ

～持続可能な社会のために私たちができること～
第１部

第２部

14:30～15:00
劇団小豆組による演武パフォーマンス＆寸劇 
「本当に大丈夫？スマホで気軽にお買いもの」

15:00～15:30
ボールボーイの消費生活コント（高齢者向け）

15:30～16:00
広島消費者協会による寸劇「なくそう！消費者トラブル」＆クイズ 

16:00～16:30
消費者一座（広島弁護士会）による寸劇
「劇場型・チケット買わなきゃ・カモにはならん」

16:30～17:00
ボールボーイの消費生活コント（一般向け）

12:00～12:30
ボールボーイの消費生活コント（若年者向け）

12:30～13:30
トークショー「エシカル（倫理的な）消費のすすめ」
吉田悦子氏（環境省環境カウンセラー）、中四国CR会、（株）アンデルセンサービス

13:30～14:00
ボールボーイの消費生活コント（一般向け）

みんなで演じます！
　　くらしの安全劇場
みんなで演じます！
　　くらしの安全劇場
みんなで演じます！で演じます！みんなでみんなで演じます！

くらしの安全劇場くらしの安全劇場

みんなが主役！みんなが主役！！みんなが主役役！みん 主役みんなが主役！

５月30日㈯５月30日㈯

５月30日㈯５月30日㈯
082-227-9211

紙屋町シャレオ中央広場

●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！
ぜひ遊びに来てください！！

・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！
ぜひ遊びに来てください！！

会場

会 場

時 間

共 催

協 賛

入場
無料
入場
無料

手話通訳・要約筆記付き消費者のひろば消費者のひろば消費者のひろば

消費生活弁護士相談会消費生活弁護士相談会消費生活弁護士相談会

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

ボールボーイ・よしもとクリエイティブ・エージェンシー広島所属



Q1

Q1

　　以下の文はクリーニング事故について
述べたものです。（　　）にあてはまる語句の組み合
わせを選んでください。

Q3　　次の事例の対処法として最も不適切な
ものを選んでください。

Q4　　クーリング・オフについて述べた文のうち
、適切なものがいくつあるか選んでください。

Q2　　循環型社会形成のために必要な３Ｒ
（リデュース、リユース、リサイクル）を環境負荷の
小さい順に並べたものを選んでください。

　クリーニング事故賠償基準は、トラブルがクリ
ーニング店の責任によるものであれば、「物品の
（㋐　　）×補償割合＝賠償額」を参考にして賠
償されるが、消費者が洗濯物を受け取った日から
（㋑　　）を経過したときは、賠償を求めること
はできない。

　携帯電話に知らないサイトから「あなたが会員
登録したサイトの無料利用期間が終了し、登録料
99,800円が発生しています。３日以内に至急連絡
してください。連絡が無い場合は法的手続きをと
ります。」というメールが届いた。退会したいと
メールの連絡先に電話をすると、「登録料を払わ
ないと退会できない」と言われた。困ってしまい
インターネットで検索したら相談窓口を見つけた。

ア　電話があった日から８日以内ならクーリン
グ・オフできる。

イ　通信販売で購入したバッグは原則クーリン
グ・オフできない。

ウ　電話でインターネットの光回線を勧められて
契約したが、契約書も書いていないのでクーリ
ング・オフできる。

エ　店で洋服を購入。翌日タグをとっていない状
態でレシートを持参すればクーリング・オフで
きる。

　リデュースの具体例
マイバック持参、簡易包装品の選択
　リユースの具体例
ビン回収製品を選択、リサイクルショップ利用
　リサイクルの具体例
決められた分別回収を守る、事業者のリサイクル
に協力①  ㋐ 減価償却価格 ㋑ ３か月

②  ㋐ 再取得価格 ㋑ ６か月
③  ㋐ 購入価格 ㋑ １年
④  ㋐ 希望価格 ㋑ ３か月

①　携帯電話のメールアドレスや電話番号を変更する。
②　登録をした覚えはないので放置して無視する。
③　法的手続きをとられたら困るので、登録料を急い
で支払う。

④　インターネットの相談窓口は信用性が分からない
ので、地元の消費生活センターや警察に相談する。 ①　１つ　 ②　２つ

③　３つ ④　４つ

①  リサイクル ＜リユース　 ＜リデュース
②  リユース　 ＜リサイクル ＜リデュース
③  リデュース ＜リユース　 ＜リサイクル
④  リサイクル ＜リデュース ＜リユース

小 大環境への負荷

　消費者が豊かな消費生活を送るためには、賢い消費者にならなければなりません。つまり、消費生活に関する知
識や判断力を身に付けて、適切な選択ができる「消費者力」を身に付ける必要があります。毎年５月は消費者月
間となっており、全国で消費者力を向上させる様々な企画が開催されています。このたび、消費生活に関するクイ
ズをつくりましたので、皆さんもチャレンジして消費者力を向上させましょう！※答えは右のページにあります。

「消費者力」「消費者力」

消費者力UP消費者力UP消費者力UP消費者力UP消費者力UP クイクイズ!クイクイズ!クイズ! 消費者力UP消費者力UP クイクイズ! 回答編回答編消費者力UP消費者力UP クイクイズ! 回答編回答編消費者力UP クイズ! 回答編

　衣料の変色や型くずれ、破損などのクリーニン
グトラブルを解決するために、全国クリーニング
生活衛生同業組合が中心となって賠償額などを定
めたものをクリーニング事故賠償基準と言いま
す。トラブルがクリーニング店の責任によるもの
であれば、以下の基準を参考にして賠償されます。

クリーニング事故賠償基準

。

「物品の再取得価格」×「補償割合」＝賠償額
〇補償割合は製品の平均使用年数と購入時から
の経過月数に応じて定められています。
〇消費者が洗濯物を受け取った日から６か月を
経過したときは賠償を求めることはできません。
〇この賠償基準は全国クリーニング生活衛生同
業組合の加盟店で適用されます。

正解　② Q2
　環境負荷が最も少ないのはリデュース。ムダな
消費そのものを減らすことによってゴミの発生そ
のものを減らすので環境への負荷もありません。
次がリユースで、同じ用途に何度でも利用するこ
とでゴミの発生を抑えます。リサイクルはゴミを
他のものに作り変える過程で多くのエネルギーを
消費するので、ほかの２つより環境負荷が多いと
言えます。

正解　③

Q4
ア×　クーリング・オフとは電話勧誘や訪問販売
などの不意打ち性がある契約等に無条件解約がで
きることをいいます。法律で定められた書面（法
定書面）を受け取った日から８日以内であればク
ーリング・オフが可能です。

イ〇　通信販売による契約は原則クーリング・オ
フできません。ただし、どのような場合に返品で
きるかなどの条件を記載していなければ、８日間、
送料消費者負担で返品が可能です。事業者によっ
ては自主的にクーリング・オフの規定を作ってい
るところもあります。

ウ×　電話勧誘であっても光回線やプロバイダの
ような通信契約はクーリング・オフできません。
また、契約書を書かず口頭だけでも契約は成立し
ますので、一度承諾してしまうと当然に無条件解
約をすることはできません。

エ×　店で購入した商品はクーリング・オフでき
ません。なお、未開封の商品とレシートを持参し
ても、事業者は返品や解約に応じる義務はありま
せん。

正解　①

Q3
　問題事例のような架空請求の相談が増えていま
す。身に覚えが無ければ無視をしましょう。業者
はランダムにメールを送りつけてきていることも
多く、消費者のメールアドレスが知られていると
は限りません。連絡をすることにより、自ら個人
情報を伝えてしまう事になりますので絶対に連絡
を取らないようにしましょう。
　また、インターネットで検索すると色々な相談
窓口が出てきますが、「無視をしていたらとんで
もないことになる!解決してあげるがお金がかか
る」などと消費者をさらに追い詰めるようなこと
を言って料金を請求してくる悪質な事業者もいま
す。ネット上の情報に振り回されず、不安なこと
があれば消費生活センターに相談してください。

絶対に連絡
を取らないようにしましょう。

正解　③

いかがでしたか？何問正解できたでしょうか？
消費生活センターでは、７月から衣食住・契約等の身近なくらしの基礎知識
を自分のペースで楽しく学べる「消費者力向上通信講座」をスタートしま
す！トラブルにまきこまれない、くらし上手な消費者を目指してみません
か？希望者は受講修了後、今回の様な問題が出題される消費者力検定を団体
受験できます（別途受験料要）。
※詳しくは「市民と市政６月１日号」をご覧ください。

衣料の ムダな

ら

を

消費するので、ほかの２つより環境負荷が多いと
言えます。

正解　①

業組合の加盟店で適用されます。
な
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正解　③

返
品

クーリング･オフ

 消費者力UP

出典：（一財）日本消費者協会　「第11回消費者力検定」応用コース

詐欺解決セン
ターです！
相談はコチラ

料金が未納
です！
至急連絡を
して下さい。
◯◯◯‒◯◯◯◯


