
チャレンジ！チャレンジ！チャレンジ！チャレンジ！

かしこい消費者かしこい消費者かしこい消費者かしこい消費者
～これだけは知っておこう～



自立した消費者になろう！

◆消費者市民社会をめざして

◆消費生活相談窓口連絡先

し

おさらいクイズの答え
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自立した消費者になろう！ 

消費者の権利
消費者基本法では、国民の消費生活における基本的な需要が満た

され、その健全な生活環境が確保されるために、次の「消費者の権利」

が定められています。 

安全が確保される権利 ■必要な情報が提供される権利 

意見が反映される権利 ■選択の機会が確保される権利 

教育の機会が確保される権利 ■

■

■

■ 被害が救済される権利 

　消費者保護基本法が2004年に改正され、消費者基本法が

成立しました。消費者の権利が明確化され、これまで「保護の

対象」であった消費者が「権利の主体」となりました。私たちは

その権利を理解し、自立した消費者として行動することが求めら

れています。

　あふれる情報を適切に判断し、必要な知識を習得し、さまざ

まな消費者トラブルに対処する力を身につけましょう。



自立した消費者になろう！ 

消費者の権利
消費者基本法では、国民の消費生活における基本的な需要が満た

され、その健全な生活環境が確保されるために、次の「消費者の権利」

が定められています。 

安全が確保される権利 ■必要な情報が提供される権利 

意見が反映される権利 ■選択の機会が確保される権利 

教育の機会が確保される権利 ■

■

■

■ 被害が救済される権利 

　消費者保護基本法が2004年に改正され、消費者基本法が

成立しました。消費者の権利が明確化され、これまで「保護の

対象」であった消費者が「権利の主体」となりました。私たちは

その権利を理解し、自立した消費者として行動することが求めら

れています。

　あふれる情報を適切に判断し、必要な知識を習得し、さまざ

まな消費者トラブルに対処する力を身につけましょう。



　「コンビニで買い物をした」、「電車の切符

を買った」、「デリバリーピザを注文した」、こ

れらは全て「契約」です。私たちは普段の生

活のなかで多くの契約をしています。

　　　　　　　　  同意を得ずに行った契

約は、未成年者本人や法定代理人が取消す

ことができます。契約を取消すと、商品を使

用した場合にもその状態で返品でき、代金

は全額返金されます。

　ただし、次のような場合には、契約を取
消すことができません。

　　取消しはできません。ただし、事業者に

うそを書くようにそそのかされた場合には取

消しできます。

止

止

一致
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下さい」、「あなたは特別モニターに選ばれま

した」などと他の人と比べて有利な条件を

強調して電話で呼び出し、商品やサービス

を契約させる「アポイントメントセールス」。

連鎖



下さい」、「あなたは特別モニターに選ばれま

した」などと他の人と比べて有利な条件を

強調して電話で呼び出し、商品やサービス

を契約させる「アポイントメントセールス」。

連鎖



6

富山県富山市○○町○番○号

富山県富山市○○町○番○号

　クーリング・オフの方法は、契約書を受け

取った日から基本的に８日以内（マルチ商法

等の場合は２０日間）にハガキなどに書いて

通知するだけです。ハガキは両面をコピーし

て保存し、特定記録郵便などにして証拠を残

します。クレジット契約をしている場合は、クレ

ジット会社にも同じようにハガキを出します。

（キャッチセールスの例）

実は…２日前に街で絵画展に見るだけで
いいと誘われて無理やり買わされたの

まだクーリング・オフ
できますよっ！
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答えは18ページへ 

（ヒントは４ページ）

（ヒントは８ページ）

（ヒントは５ページ）

（ヒントは11ページ）



答えは18ページへ 

（ヒントは４ページ）

（ヒントは８ページ）

（ヒントは５ページ）

（ヒントは11ページ）



　インターネット上の情報は閲覧者を増や

したり、ランキングを上げるために様々な加

工をすることもあります。
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クーリング・オフするわっ！

クーリング・オフの適用外よ

　しかし近年、偽ブランド品や海賊版といわ

れる商品が販売されています。ブランド品に

は商標権※があるので、本来は勝手に偽ブ

ランド品を作ることはできません。また、海賊

版のCDやDVDは著作権を侵害するだけで

なく、その購入によって好きなアーティストの

収益を奪い、活動を困難にさせています。

※商標権：商品や包装等に付す標識である商標につ
いての権利。商標権者は、登録した商標の独占的
な使用が可能（商標法第68条）。
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（ヒントは14ページ） （ヒントは15ページ）

（ヒントは16ページ） （ヒントは17ページ）

　富山県では、富山県消費者教育推進計画において、誰もが安心して安全で豊かな
消費生活を営むことのできる社会を実現するために２つの「目指すべき消費者像」を
掲げています。

P12P18

◆消費者市民社会をめざして

自立する消費者自立する消費者
被害にあわない、合理的な意思決定ができる消費者

1

消費者市民社会の形成に寄与する消費者消費者市民社会の形成に寄与する消費者2

消費者市民社会とは

自らの消費行動が社会経済情勢や地球環境に影響を与えることを
自覚して行動できる消費者

　一人ひとりの消費者が目先のことだけにとらわれず、時間や空間を超えて周りの人々や子どもや孫といった
将来の人々や世代、国内外の社会経済情勢や地球環境のことも考えながら生活する社会のことです。

消費者トラブルに巻き込まれない

正しい情報・必要な情報を見極める
【メディア・リテラシー】

次世代につながる
消費行動を自覚する

一人の消費者の力は小さくても、大勢の消費者が声をあげれば…
自分の行動によって何が変わるのか、想像してみましょう。

一人ひとりの行動が、社会を動かします一人ひとりの行動が、社会を動かします

×
NO!

相談して
みよう！

持続可能な消費

環境に配慮した
商品を選ぶ

消費者被害に
あわないよう注意

被害にあったら
誰かに相談地産地消の実践
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作成：平成 30年 3月
　　　富山県生活環境文化部県民生活課
　　　富山県消費生活センター

消費生活センターは行政機関です。相談は無料です。秘密は守られます。

〒930-0805
富山市湊入船町6番7号（富山県民共生センター内）
☎（076）432-9233（消費生活相談）
☎（076）433-3252（消費者金融・多重債務相談）

【開所時間】午前8時 30分～午後5時（土・日曜、休日、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く）

【開所時間】午前8時 30分～午後5時（土・日曜、休日、年末年始（12月29日から1月3日まで）を除く）
   

○富山県消費生活センター

■ 消費生活相談窓口

《富山県消費生活センターホームページ》
http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/1731.html

〒933-0806
高岡市赤祖父 211（高岡総合庁舎5階）
☎（0766）25-2777（消費生活相談・消費者金融・多重債務相談）

○富山県消費生活センター高岡支所

○「消費者ホットライン」 188

　消費生活センターは地方公共団体が設置している公的機関で、消費者の苦
情相談を受けたり、消費者への情報提供・啓発を行っています（地域によっては
消費者センター、生活科学センター、生活センター等と呼ばれることもあります）。
　消費者から苦情相談を受けると、問題解決のための助言やあっせん（事業
者との交渉）、他の適切な機関の紹介などを行います。一人で悩まず、まずは
電話で相談しましょう。

　近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、「消費者ホットライン」に電話をかけると、
市町村の消費生活センターや相談窓口、もしくは県の消費生活センターへつながります。

い　や　や

188　泣き寝入り！ と覚えてね
い や や

検  索富山県消費生活センター
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