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名古屋市消費生活センター 2017.消費者市民社会　特集号

考えよう社会・地球・未来のこと～消費者市民社会～

　

私たち一人ひとりの消費行動は、安全・安心で、公正かつ持続可能な社会の形成に大きく影響します。例えば、フェア
トレード商品を選ぶことは、公正な取引により開発途上国の児童労働問題の改善に寄与することにつながります。
「消費者市民」とは、自分のことだけでなく地域の人々のことやこれから生まれてくる子どもたちのこと、さらには地
球規模で社会や環境のことを考え、消費行動を通してより良い社会を作るために進んで参画する消費者のことです。
消費者市民が主役になって社会問題や環境問題等の改善のために積極的に行動する社会のことを「消費者市民社会」
と言います。

消費者市民社会のイベントのお知らせ

オアシス２１銀河の広場
地下鉄「栄」、名鉄瀬戸線「栄町」下車
※駐車場所はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

【お問合せ】名古屋市市民経済局消費流通課 ☎０５２-９７２-２４３７
平日（祝日除く）８：４５～１７：３０

会 場

なごやHAPPYタウン～こどものまち～

【日時】 平成２９年１１月３日（金・祝）
 １１：００～１６：００

【対象】 中学生以下　当日先着１，０００名
 ※大人の方の体験イベントへの参加は不可ですが、入場は可能です。

子ども向けの参加体験型イベントです。お金や環境、食品、防災、フェアトレード、スマホの安全な使い方など、
暮らしに役立つことを、工作や実験、クイズなどで楽しみながら学べます。
学習して貯めたスタンプを、買い物券と交換してショッピングも楽しめます！！

【日時】 平成２９年11月4日（土）
 １１：００～１６：００

【対象】 一般

契約トラブルや振り込め詐欺などの対処法、食や製品の安全、
環境問題やフェアトレードなど、消費生活に関する様々な知識
を展示やクイズ、ステージイベントでお届けします。
子どもから大人まで消費生活に関する情報を楽しく学べます。
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名古屋市消費生活フェア☆2017

チェックリスト チェック欄

消費者市民 行動力チェック!

当てはまる項目に
チェックしてみよう

必要なものを必要な量だけ買う

使わない部屋の電気はこまめに消す

ゴミを減らす努力をする

エコバッグを利用する

過剰包装は断る

環境に負荷の少ない商品を選ぶ
（エコマーク商品、リサイクル・リユース商品など）

フェアトレード商品を選ぶ

使い捨てではなく、長く使える商品を選ぶ

寄付つき商品を選ぶ

消費者へ適切な説明をしなかったり、安全性が十分に確認できない
商品を提供したりするような不公正な事業者の商品は選ばない

応援したい団体や活動に対して直接、経済的な支援を行う

企業への株式投資にあたり、その企業の財務状況はもとより
環境対応や社会貢献活動等も評価して投資先を決める

高齢者などの見守り活動を行う

消費者被害を防止するための啓発活動に参加する

環境保全、まちづくり、子育て支援、防災・防犯などの
市民活動に参加する

購入した商品やサービスに問題があったら、
企業のお客様窓口と交渉する

困ったときは消費生活センターに相談する

環境・人・社会に
やさしい商品を購入する

地域活動に
参画する

チェックが多いほど、消費者市民としての行動力が高くなります!
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5

あなたは
どうですか?

環境に配慮した
ライフスタイルを
実践する

1

3 寄付や社会的に
意味のある
投資をする

名古屋市消費生活センターの利用のご案内

受付
時間

開館
時間

月～土曜日
9：00～17：00

（祝日・年末年始を除く）

土・日曜日
9：00～16：15

（祝日・年末年始を除く）

TEL 052-222-9690
TEL 
052-222-9677土・日テレフォン相談

※架空請求、多重債務の相談もこちらの番号で受け付けています。
※土・日曜日は電話相談のみで、来所相談は行っていません。

くらしに役立つ幅広い
情報を提供しています。

相談室〈相談は市内在住・在勤・在学の方が対象です〉 くらしの情報プラザ

受付
時間

月～金曜日
9：00～16：15

（祝日・年末年始を除く）

TEL 052-222-9671
TEL 052-222-9674
TEL 052-223-3160

消費生活相談  金融商品・高齢者悪質商法110番

架空請求ホットダイヤル

サラ金・多重債務特別相談

相談する、
意見を
伝える
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●本誌の内容の無断転載と利用をお断り致します。●このパンフレットは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
1くらしのほっと通信 2017消費者市民社会 特集号4 くらしのほっと通信 2017消費者市民社会 特集号

パンチ穴対応フォーマット A3 見開き用



名古屋市消費生活フェア☆2016
●開催日時：平成２８年１１月５日（土）１１：００～１６：００
●入場者数：１９，０００人

○振り込め詐欺の手口と、被害に遭わないための
防犯対策を寸劇で紹介。

○普段の食生活で、足りない食品や摂り過ぎの食
品を診断。不足する食品を使った健康メニュー
も提案しました。

○消費者にとって役立つ知識を盛り込んだ、
各企業が提供するクイズを実施。

○アクリル毛糸を使ったタワシ作りや、不要に
なったものから作るリサイクル品を紹介。

○「こども食品表示検定」：食べ物を選ぶ時に注意
することをクイズで出題。楽しく勉強しました。

○一億円の重さを体感。一億円を貯めるには何年
かかるの？楽しくお金について勉強しました。

○寄付されたリユース品の販売とマイバック作り
のお店で楽しくショッピング。

○「教室、ステージでの学習」「感想文を書く」
　「お手伝いをする」とスタンプがもらえます。
○スタンプを「銀行」で買い物券と交換すると、
「お店」で買い物ができるようになります。

イベント参加者の声 【主な感想】
○大学生による研究発表や各団体のパネル展示で知識
を深めることができた。
○フェアトレードや消費者保護など、今まで知らなかった
ことが、このイベントで知ることができた。
○各ブースで団体の活動を知り、とても勉強になった。
○クイズラリーで楽しく、知識を深めることができた。
○ステージの寸劇が楽しくて、とても勉強になった。

無回答
（２％）

大変
参考になった
（５０％）

参考になった
（４１％）

あまり参考に
ならなった
（７％）

昨年の様子

●開催日時：平成２８年１１月６日（日）１１：００～１６：００
●入場者数：１９，５００人
●参加者数：７１５人（※参加者数は、イベント参加対象人数）

イベント参加者の声 【主な感想】
○いろんな体験ができて、とても勉強になった。今日教え
てもらったことを多くの人に教えたい。
○お店のお手伝いをして、多くの人に接客したのが、楽し
かった。
○色々なステージを見られて楽しかった。ゴミの負担を
少しでも減らせるように頑張りたい。
○ステージを見て、勉強になったし、おもしろかった。もっ
と勉強したくなった。

楽しくなかった
（０．６％）

楽しかった
（８６．８％）

ふつう
（１２．６％）

なごやHAPPYタウン～こどものまち～

昨年の様子

ステージ ブース
ステージ ブース「教室」

ブース「お店」 スタンプゲット！！ステージ ブース
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