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消費生活に関する心配やトラブル発生の際の相談窓口として「消費生活センター」
を設置し、皆様からの相談を受け付けています。
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持続的に消費者行政に取り組んでまいります。
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平成 29 年度狛江市消費生活相談の概要
狛江市の消費生活相談の平成 29 年度の相談件数は 398 件で、前年度 456 件と比較すると僅かに減少し
ていますが、年齢別に見ると、50 歳代及び 70 歳以上の高齢者の被害は前年度より増加となっており、注
意が必要です。
分類別相談件数で最も多かったのは、運輸・通信サービスで、主な相談内容は、有料サイト利用料の架
空請求、ワンクリック請求、インターネット回線・スマートフォンなど、契約時の説明不足や解約トラブ
ルについてです。その他にも、国の省庁などをかたるはがきや大手通信販売業者名をかたるメールやショー
トメッセージによる架空請求、賃貸アパートの契約や退去時の敷金返還、インターネット通販での健康食
品や化粧品の定期購入トラブルに関する相談も多くなっています。
また、悪質業者による振り込め詐欺や還付金詐欺などの手口が年々巧妙になってきているため、狛江市
内でも被害が多発しております。十分に注意しましょう。
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額な料金を請求する商法。

をきっかけに、その後「手続き費用」「税金

コンビニでプリペイド式電子マネーを購入さ

対策」といった名目でお金を請求するが、実

せ、その番号を連絡させることにより、電子

際には原野等の売却と同時に新たな原野等の

マネーの価値を搾取するケースが多い。
国の省庁などをかたり、はがきで身に覚えのない

野商法の二次被害も多い。

料金に関して訴訟を起こすと脅かす商法もある。

送りつけ商法

利殖商法

「注文いただいた商品を発送する」という

「値上り確実」「あとで高く買い取る」など

電話があり、
「注文した覚えがない」と断ると、

と断定的に強調し、投資や肩代わりの契約を
勧誘する商法。
まるで一連の劇を演じるかのように、複数
の業者が役回りを決めて、海外不動産や環境
保全関連事業への投資などを契約させる劇場

サクラサイト商法

型詐欺もこの商法のひとつ。

ラクターになりすましてサイトに誘導し、

かたり商法
販売業者が有名企業や、市役所・消費生活

メール交換などの有料サービスの利用を続け

センターなどの公的機関、適格消費者団体の

させる商法。

職員、またはその関係者であるかのように思

連鎖販売取引（マルチ商法）

申し込みをし、代金を支払ったのに、商品が

販売組織の加盟者が、「商品を売って会員

届かなかったり、注文したものと異なる商品

を増やせばマージンが稼げる」「ネットワー

が届き、連絡も取れなくなる。ブランド品を

クビジネスで高収入が得られる」などとうま

注文したところ、明らかなニセモノが届き、

い話で友人や知人を勧誘し、販売組織を拡大

事業者が返品に応じないという相談も多い。

していく商法。
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SF 商法（催眠商法）
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土地の購入の契約をさせている、といった原
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悪質商法の解説

32

「無料で点検します」などと言って訪問し、

会場に人を集め、食料品や日用品を次々に

「布団にダニがいる」「耐震性に問題がある」

無料で配布し、販売員が巧みな話術で雰囲気

などと事実と異なることを言って不安をあお

を盛り上げ、興奮状態にして、最終的に高額

り、商品やサービスを契約させる商法。
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契約

認知症の母が新聞の購読契約をしたが、
解約したい

不用品処分の依頼先は？
違法業者にご注意

母から「申し込んでいないのに新聞が配達された」と、電話がかかってきました。母の自宅

高齢夫婦の二人暮らしですが、自宅での生活が困難になってきたので、近日中に高齢者向け

へ行くと、引き出しの中から１カ月前の日付の「新聞購読契約書」が出てきました。母は半年

住宅に住み替える予定です。自宅にある大量の不用品を処分したいのですが、ポストに入って

前に認知症の診断を受けており、契約したことを覚えていませんでした。また、新聞の内容を

いたチラシの不用品処分業者が信用できるか知りたいです。

理解することも難しい状態です。解約はできるでしょうか。

アドバイス

アドバイス

訪問販売による契約では、
「特定商取引に関する法律」により、消費者は法定書面を受け取った日
から８日間はクーリング・オフによる無条件解約ができます。しかし、今回の事例のようにこの期
間を過ぎると、原則として消費者が一方的に解約することはできなくなります。
一方、新聞業界の「新聞購読契約に関するガイドライン」には、
「認知症等判断力が不足している
状態で契約をしたときや、新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供を行ったとき等、不適切
な契約が行われていた場合や、購読が困難になる病気、入院、転居等考慮すべき事情がある場合は
解約に応じるべきである」と定められています。

家庭から出る不用品や粗大ごみを回収する業者の選定や信用性についての相談が寄せられています。チ
ラシやネット広告を見て依頼した業者に、高額な料金を請求された事例等があります。
家庭から出る粗大ごみや不用品の回収・運搬・処分には、市区町村による一般廃棄物処理業の許可が必
要です。無許可の業者に依頼すると、高額請求のトラブルや不法投棄の恐れがあります。産業廃棄物処理
業の許可や古物商の許可では、家庭の不用品を回収できないので注意が必要です。
相談者には、特定業者の信用性については答えることができないと説明した上で、次の情報を伝えました。
• 基本的には市のごみ出しルールに従い、粗大ごみ回収を申し込みましょう。

そこで、認知症により判断力が低下していることや、新聞を読むこともできない状態であること
を理由に当センターが販売店と交渉をしました。その結果、
ガイドラインに基づき解約になりました。
日頃から高齢者に対して、家族や周りの人の見守りが大切です。見慣れない商品や契約書などが
ないか、確認をしましょう。

• テレビ・エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法に基づく処理が義務付
けられています。購入店もしくは買い替える店に依頼しましょう。
• 家庭用パソコンや小型家電の処理方法も、それぞれの法律に基づく処理が必要です。
• 引越しや大掃除等で大量に出た不用品を市の回収に出すのが困難な場合は、市の許可を受けた一般廃棄

（広報平成 29 年８月１日号掲載）

物収集運搬業者に依頼しましょう。その場合は事前に複数業者に見積もりを頼み検討し、納得してから
契約しましょう。

（広報平成 29 年９月１日号掲載）
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契約

仮想通貨交換業の
登録制度が始まりました

引っ越しで荷物が積みきれず
追加料金が発生…

昨日見知らぬ業者から電話があり、
「当社が勧める仮想通貨を購入すれば、値上がりは間違

引っ越しが決まり、２社に見積もりを依頼しました。１社は電話のみで、別の１社は自宅に

いない。今が買い時」と勧められました。仮想通貨のことがよく分からなかったので、検討す

来ました。電話で見積もりを出した業者の方が安かったので契約しましたが、当日家財が積み

ると言って電話を切りました。業者の話は信用できるでしょうか。

きれず、後から別の業者に依頼しました。追加の料金は電話見積もりの業者に払ってもらいた
いです。

アドバイス

アドバイス

仮想通貨とはインターネット上で自由にやりとりされ、通貨のような決済機能を持つ電子データ

引っ越しは国土交通省の許可を得た一般貨物自動車運送業者か、届け出をした貨物軽自動車運送

です。金融機関を利用しなくても手数料が無料か低額で、いつでも国内外の送金が可能です。買い

業者が行うことができます。家庭の引っ越しについては標準引越運送約款で基本的なルールが定め

物の支払い等にも使えます。

られています。

一方、仮想通貨は円やドルなどの法定通貨と異なり、利用できる店舗は限られています。法定通

業者は見積もりの時に、この約款の提示や見積書の発行が義務付けられています。見積書には運

貨のようにその価値が保証されておらず、価格も変動することが多いため、必ず値上がりするとい

賃や解約手数料、作業内容など約款で決められた項目が記載され、原則無料です。見積もりの時に

う保証はありません。

内金などの請求はできません。また、請求額は見積もり額を上回らないことが原則です。引っ越し

国際的な要請や、過去に国内で仮想通貨の取引所が破綻したことから、利用者保護とマネー・ロン
ダリング対策のため、平成２９年４月に資金決済法が改正されました。国内で仮想通貨と法定通貨、
仮想通貨同士の交換サービスを行うには「仮想通貨交換業者」として金融庁・財務局の登録が必要に
なりました。登録業者は金融庁のホームページで確認することができます。登録業者は利用者に取り
扱う仮想通貨の名称や仕組み、リスク、取引金額や手数料等について説明義務があります。
相談者には業者の話をうのみにせず、仮想通貨の購入を検討する場合は、登録業者かどうかを確認し、
仮想通貨の仕組みや価格変動のリスク等が十分に理解できなければ、契約しないよう助言しました。
（広報平成 29 年 10 月１日号掲載）
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業者の見積もり違いで積みきれなかったときは、引っ越し業者の責任となります。
事例では、相談者にも荷物の申告漏れがあったことが分かり、追加負担分については双方の話し
合いとなりました。
引っ越しの相談内容には、運賃や解約料の他、荷物の紛失や破損、壁や床に傷を付けられたなど
があります。業者の苦情処理の初期対応が誠実でないと、トラブルになる事例もあります。
引っ越しは大切な財産を運ぶ契約です。料金の安さだけで決定せず、できれば複数の業者に来訪
で見積もりをしてもらい、比較検討しましょう。
（広報平成 30 年３月１日号掲載）
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契約

「所有している土地を買い換えて」
と言われたが…

公共施設での無料鑑定だから安心？
高価な指輪を買い叩かれ

35 年ほど前に、
不動産業者から「将来高く売れる」と言われ、
100 万円で土地を購入しました。

１日限りの無料鑑定会のチラシを見て、
指輪を査定してもらいました。査定額が低くためらっ

しかし、全く値上がりせず、自分も高齢のため土地の処分に困っていると、突然知らない業

ていると「うちより高く買い取る店はない」と強く言われ、会場が公共施設ということもあり、

者から電話がありました。
「あなたが所有している土地は場所が悪いため売れないが、当社が

鑑定士の言葉を信用して買い取ってもらいました。しかし金額にどうしても納得がいかず、指

200 万円で売り出している土地は最近外国人が買いたがっている。あなたが持つ土地との差額

輪を取り戻したいです。

100 万円を支払って当社の土地と交換すれば、間違いなく１年以内に高値で売れる」と言われ
ました。業者の話は信用できるでしょうか。

アドバイス

アドバイス

過去に「将来確実に値上がりする」と偽り、売却できる見込みがほとんどない原野や山林を販売
する「原野商法」の被害が多数発生しました。

買い取り業者が会場等店舗以外の場所において物品の買い取りを行う場合、特定商取引に関する
法律の「訪問購入」に該当し、規制されます。消費者が「○○円で指輪を買い取ってほしい」など

最近そのような土地の所有者をターゲットにして、新たな土地の購入を勧める二次被害の相談が

と売る意思を表明しない限り、業者は買い取り契約についての勧誘や、勧誘を受ける意思の確認を

増えています。中にはあたかも土地の購入希望者がいるかのように装い、買付証明書を消費者に提

してはいけません。また、買い取り金額に合意した場合、業者は速やかに、契約書面受領日から８

示して信用させようとする手口もあります。また「測量や整地などが必要」と言って、数十万円の

日間はクーリング・オフ（無条件解約）ができる旨を記載した契約書面を交付する義務があります。

契約をさせる三次被害も発生しています。

今回の事例では、事業者はためらう相談者に買い取りの勧誘を行い、合意後も契約書を交付して

実際に追加代金を支払い新たな土地を購入しても、結局は売却できないケースが多く、業者と連
絡が取れなくなったという事例もあります。

いませんでした。相談者が事業者へクーリング・オフを通知し、センターが契約時の問題点をもと
に交渉したところ、事業者は非を認め解約に応じました。相談者は受領した代金を返金し、指輪を

相談者には業者の話をうのみにせず、これ以上連絡を取らないように助言しました。
土地を売買する場合には、現地の自治体や地元の不動産業者に、現在の評価額や相場を確認する
などの慎重な対応が必要です。

取り戻すことができました。
公共施設で開催されるからといって、
事業者の信用性を判断できるわけではありません。また、
クー
リング・オフ期間であっても、金属の溶解や転売などにより、品物を取り戻すことが困難な場合も
あるため、本当に売却する必要があるのか、契約前に十分に検討するよう心掛けましょう。

（広報平成 27 年８月 15 日号掲載）
（広報平成 29 年５月 15 日号掲載）
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8

勧誘

勧誘

「無料で点検する」と言われ、
屋根工事の契約をしたが、解約したい

高齢の母宅に
大量のカニが届いた！

昨日見知らぬ業者に突然訪問され「近所で工事を行っていて、お宅の屋根の瓦がずれている
のが見えた。無料で点検をする」と言われ、不安になったので依頼をしました。
業者が屋根に上り、
「状態が悪く、このままでは雨漏りがする。屋根のふき替えが必要だ」
と言われました。その場で１００万円もする工事の見積書が出され、勧められるままに、契約

昨日高齢の母宅に行った時、冷凍庫に大量のカニが入っているのを見つけました。母に聞い
たところ、カニが届いたので、冷凍庫に入れておいたとのことでした。母は認知症の症状があ
り、カニを注文したかどうかは覚えていない様子でした。母は一人暮らしで、カニはとても食
べきれる量ではありません。業者に返品できるでしょうか。

書にサインをしました。本当に必要な工事なのか、高額でもあり不審です。解約はできますか。

アドバイス

アドバイス

業者が「点検をする」と言って来訪し、修理や工事を勧める商法を点検商法といいます。訪問販
売での契約は「特定商取引に関する法律」に規定があります。訪問販売をしようとする場合には、
訪問目的や事業者名、販売する商品名等を消費者に明らかにする必要があります。
しかし、事例では消費者に屋根工事の勧誘であることを告げず、さらに不安がらせることを言って、
屋根の工事を勧めています。

認知症など判断力が不十分な高齢者宅に注文したかどうか不明な商品が届いたという相談が多く
寄せられています。
相談者に販売業者との契約書類がないか確認してもらったところ、届いた箱の中に契約書がある
とのことでした。相談者から販売業者に連絡して、契約の経緯を確認するよう勧め、電話勧誘販売
であれば、
「特定商取引に関する法律」により法定書面を受け取り後、８日間はクーリング・オフ（無

なお、
訪問販売で契約をした場合は法定書面（契約書）の交付が義務付けられています。消費者は、
契約書を受け取ってから８日以内であれば、クーリング・オフによる無条件解約が可能です。

条件解約）ができることを助言しました。
その後、相談者から連絡があり、販売業者から「一週間前に母宅に電話を掛けた時、カニの注文

相談者には、クーリング・オフのはがきを出すように助言をし、解約ができました。

を受けたので、翌日発送した。クーリング・オフを希望であれば代金は振り込まず、商品を着払い

契約を急がせる業者の話は注意が必要です。工事が必要な時は相見積もりを取るなどして比較検

で送り返してほしい」と言われたとのことでした。

討をし、信用できる業者に依頼をしましょう。

相談者には商品の返送とは別にクーリング・オフはがきの書き方を助言し、相談者が支援して母
親が書面を作成することになりました。後日、相談者が販売業者に商品を返送したことと、クーリ
（広報平成 29 年 12 月１日号掲載）

ング・オフはがきが販売業者に到着したことを確認しました。
高齢者が被害に遭わないように、日頃から家族や周りの人が見守るようにしましょう。
（広報平成 30 年２月１日号掲載）
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10

勧誘

勧誘

3,000 円で排水管の清掃をするという
業者のチラシは信用できますか

投資用マンションの
強引なセールス電話を止めたい

自宅のポストに「排水管高圧洗浄キャンペーン」という見出しのチラシが入っていました。
内容は「排水管の清掃を 3,000 円で行う。この地域一帯で行うため格安である。○月○日に一
斉に清掃をする」等ですが、信用できる業者でしょうか。

職場に業者から電話があり、部下が出て責任者に替わるよう言われ、私が出ました。名前を
言ったところ、投資用マンションを勧められました。
興味はないので断りましたが、その後も電話があり、長時間電話を切らせず、会って話を聞
くよう言われています。
会う約束はしていませんが、強引な電話勧誘を止めるにはどうしたらよいのでしょうか。

アドバイス

アドバイス

消費生活センターでは、業者の信用性についての調査は行っていませんが、チラシを確認してみ
ました。チラシの中央に大きな文字で「3,000 円」と書かれ、
下には小さな文字で「１カ所 3,000 円」

かると、その場を切り抜けようと話を聞いたり、会うだけならと相手に押し切られたりします。業

と記されています。さらに、台所や浴室の排水管の清掃が１カ所ごとに加算されることや、排水管

者に会うと「節税対策になる」
「
、ローンは家賃収入で返済できる」などとメリットばかりを強調され、

の長さによって料金が割増しになることが分かりました。一見すると、3,000 円で家全体の清掃がで

電話以上に断りにくくなります。実際に呼び出された先で契約させられたとの相談もあります。

きると思わせていますが、チラシ全体を見ると、その料金だけでは済まないことが分かります。
また、あたかも地域一斉に清掃を行うため通常価格よりも安いと思わせていますが、実態を伴う
か判断は難しいところです。

宅地建物の取引業者は免許制で、宅地建物取引業法の規制を受けます。勧誘する際は事業者名や
営業担当者名、勧誘の目的を告げる必要があります。断る意思表示をした人に勧誘を続けることや、
迷惑な時間に電話し訪問すること、深夜または長時間勧誘等により消費者を困惑させることは禁止

相談事例の中には「排水管が汚れていて水が流れにくくなっている。汚水升も交換した方がよい」
など、事実と異なることを告げられ、新たなリフォーム工事の契約を勧誘されるケースもあります。
相談者へは、チラシ全体をよく読むことや掃除の工法等を確認し、清掃が必要かどうか検討する
よう助言しました。

されています。
対策として、非通知の電話は着信拒否し、今後は必要がない勧誘の電話はその場できっぱり断る
よう助言しました。
事例では、業者の電話番号は非通知で、会社名が曖昧でした。事業者名が特定できた場合は、免

チラシをうのみにせず、相見積もりをとるなどして比較検討をしましょう。
（広報平成 30 年４月 15 日号掲載）

14

事例は働き盛りの人を狙って強引にマンションを買わせる悪質商法の手口です。職場に電話がか

許や指導に関わる行政窓口にも情報提供しましょう。
（広報平成 30 年７月１日号掲載）
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12

インターネット

タレント・モデル契約の
トラブルに注意！

フリマアプリでバッグを購入したら、
傷が付いていた。返品したい

インターネットでエキストラのアルバイトに応募し、オーディションに合格しましたが、業者

フリマアプリで気に入ったブランドバッグを見つけ、購入し代金を支払いました。後日バッ

に「レッスンを受けてもらう。入学金と半年分の月謝で総額５０万円必要」と言われ、支払えな

グが届きましたが、商品の説明に無かった傷が多くありました。売り主に返品を申し出ました

いと断ると、
「クレジットカードで月々１万円ずつ返済すればよい」と説得され、強引に契約させ

が、売り主は傷を認めず返品できません。アプリ運営業者に問い合わせをしたところ、当事者

られました。しかし、仕事は紹介されず、リボ払いの金利が高額で支払いも困難なため解約を申

同士で話し合うよう言われ、対応してくれません。バッグは返品できないのでしょうか。

し出たのですが、
「一切返金できない」
と言われました。未受講のレッスン代を返金してほしいです。

アドバイス

アドバイス

１０代・２０代の女性を中心に、芸能界を夢見てタレントやモデル契約をしたものの、仕事はも

フリマアプリとは、スマートフォン等を利用して、オンライン上でフリーマーケットのように物

らえず、高額なレッスン料の返済に追われるというトラブルの相談が増えています。業者が提供ま

品を売買できるアプリのことです。アプリ運営業者が、商品を売買する場を提供するサービスとなっ

たはあっせんするタレントやモデルなどの仕事をすれば、収入が得られると勧誘し、その仕事に必

ています。手軽に利用できることから、若い世代を中心に利用が広がっています。

要だと言って有料レッスンを受けさせたり、関連商品を購入させたりする契約は、特定商取引に関
する法律により規制され、消費者は契約書の受領日から２０日間はクーリングオフ（無条件解約）
できます。
今回の事例ではすでにクーリングオフ期間を過ぎていましたが、支払えないと断っている相談者
に高額な金銭の負担を強いたことを理由に、
センターが業者に契約の取り消しを求めました。しかし、
業者は未受講のレッスン料の半額の返金しか応じず、相談者はやむなく了承しました。
金銭の負担を伴う契約を求められた場合は、その場での契約は避け、活動内容や費用を確認し、
家族などに相談して冷静に判断しましょう。

ことが多く、トラブルを軽減するメリットがあると言われています。ただし、事例のように不良品
や偽ブランド品が送られてきて、トラブルになるケースも見られます。
当業者の規約を確認すると、売買契約は個人間の取引で自己責任とし、トラブルが発生した場合
は当事者間で解決すると定められています。
トラブルを避けるためには、アプリ運営業者の利用規約をよく読み、取引相手や商品、送料等に
ついて情報を収集し、気になる点があれば取引する前に十分に確認しましょう。
また、消費生活センターは、事例のような個人間取引のトラブルには介入できないので、注意点

（広報平成 29 年 11 月１日号掲載）

16

多くのフリマアプリでは、代金のやりとりは個人間ではなく、アプリ運営業者を通して行われる

を踏まえて、慎重に利用するようにしましょう。
（広報平成 30 年６月１日号掲載）
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14

インターネット

見守り

お試しのつもりが、
健康食品の定期購入だった！

成年後見制度の活用を

先月スマートフォンで「健康食品のお試し！送料 500 円のみ負担」との広告を見て注文し、
商品を受け取りました。昨日同じ商品が届き、
代金は 3,980 円で定期購入と書いてありました。
すぐに業者に電話をかけましたが、混み合っていて繋がりませんでした。１回のみ申し込んだ

高齢で一人暮らしの父の家に未開封の健康食品などが大量にありました。本人はどれも購入
した覚えがないと言っています。
父が不必要なものを次々と購入しないために、何か良い方法はないでしょうか？

つもりなので、２回目以降の分は解約できるでしょうか。

アドバイス

アドバイス

最近、インターネット通販で健康食品や化粧品等を通常価格より安く購入したが、実際は定期購
入が条件だったという相談が増えています。

相談者の父は認知症で判断能力が不十分だったことを訪問販売業者が認め、商品を返品することができました。
このような被害を未然に防止するために、認知症の高齢者、知的障がいや精神障がいのある方など、判断能力

通信販売の広告は特定商取引に関する法律で、業者名、電話番号、販売価格、返品制度等を表示
する義務があります。返品条件を業者が定めていた場合は、
消費者はその内容に従うことになります。
当センターで業者のホームページを確認したところ、
「初回は送料 500 円のみ負担で、２回目以降
は毎月 3,980 円。４回の定期購入が条件」と記載されていました。さらにコールセンターの混雑状
況についても書いてありましたが、相談者はホームページの内容をよく読んでいませんでした。
相談者には再度電話が繋がりやすい時間帯に業者に連絡して、解約交渉するよう助言しました。
後日相談者から「今回は特別に初回と２回目を通常価格で購入すれば、３回目以降は解約できるこ

が不十分な方々を保護する成年後見制度があります。この制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度
法定後見制度には補助、保佐、後見があります。

任意後見制度
任意後見制度は、本人に判断能力があるときに、今後自分の判

本人や家族の申し立てにより、家庭裁判所が本人の判断能力

断能力が衰えた場合、代理人となる任意後見人に代理権を与える

の程度に応じて、判断能力が不十分な方には補助人、判断能力が

契約を公正証書で結んでおくことが必要です。本人の判断能力が

著しく不十分な方には保佐人、常時判断能力が欠けている方には

衰えたら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもとで、

成年後見人を、それぞれ付けて保護する制度です。

任意後見人が本人を代理して契約などを行います。

なお、補助人、保佐人、成年後見人はそれぞれ権限が異なり

とになった」と報告がありました。
インターネット通販ではお得な条件のみに目が行きがちですが、最後まで広告をしっかりと読み、
購入条件や返品制度等を事前に確認した上で、申し込むかどうか慎重に判断するようにしましょう。

ます。例えば、成年後見人は本人に代わって、契約の取り消しや、
財産の管理をすることができます。

なお、
成年後見制度の利用については、
社会福祉法人狛江市社会福祉協議会「あんしん狛江」でも相談を受け付けています。

（広報平成 29 年１月 15 日号掲載）
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（広報平成 21 年 10 月 1 日号掲載・平成 26 年 8 月改）
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表示

多重債務

加工食品の表示方法が
変わりました

ヤミ金融にご注意
～借金問題は必ず解決できます

消費者向けの食品は、食品表示法で表示のルールが定められています。平成２９年９月から

給料が減額され生活費が足りなくなり、消費者金融や銀行のカードローン等で合計 100 万

国内で製造された全ての加工食品に原材料の産地が表示されるようになりました（ただし、外

円以上の借り入れをし、毎月の返済に困っています。ネットで見つけた業者から新たな借り入

食、容器や包装に入れずに販売する場合、作ったその場での販売、輸入品は対象外です。平成

れをしようと思っていますが、信用できるでしょうか。今後返済していけるか不安で夜も眠れ

３４年３月３１日までは食品メーカー等が新表示の準備をする猶予期間です）
。

ません。

新制度では全ての加工食品で、原材料の中で一番多く使われているものの原産地表示が義務
付けられています。
一番多い原材料が生鮮食品の場合

一番多い原材料が加工食品の場合

原則的に
「国別重量順表示」
として、
多い順に

原則的に
「製造地表示」
として、
多い順にその

その産地を表示

製造地を表示
製造地表示の例

国別重量順表示の例
名称 ウィンナーソーセージ

名称 チョコレートケーキ

原材料名 豚肉
（アメリカ産、
国産、
その

原材料名 チョコレート
（ベルギー製造）
、

他）
、
豚脂肪…

小麦粉…

アドバイス
その他

貸金業者は国（財務局長）もしくは都道府県知事への登録が必要です。登録の有無に関しては、
金融庁のホームページで検索できるので必ず確認し、登録が確認できない業者からは、絶対に借り

一定の条件の下では、次のような表示も可

入れしないでください。登録がないヤミ金融業者から借り入れすると、違法な高金利のため返済金
又は表示の例

大括り表示の例

名称 ウィンナーソーセージ

名称 ウィンナーソーセージ

原材料名 豚肉
（アメリカ産又は国産）
、

原材料名 豚肉
（輸入）
…

豚脂肪…

額が膨れ上がり返済不能に陥りがちです。厳しい取り立てや嫌がらせで、精神的に追い詰められて
しまう例も多くあります。十分に注意しましょう。
借金の返済に困った時には新たな借り入れをするのではなく、相談窓口で債務整理の方法を考え
ましょう。債務整理には、４つの方法があり、支払い能力に応じた返済計画を立て、返済方法につ
いて債権者と交渉する「任意整理」や、返済能力がない場合の「自己破産」などがあります。
事例では、相談者から借金の内容を詳しく聞き取りして、解決方法等を情報提供し、手続きを行

※豚肉の産地は、
平成▲年の使用実績順

う法律専門家につなぎました。法律専門家が債務整理を受任した旨を貸金業者に通知をすれば、消

加工食品には、原料原産地の他、商品名、原材料、内容量、消費期限または賞味期限等が表
示されています。不明な点があれば、食品メーカー等に問い合わせて確認しましょう。
（広報平成 30 年５月 15 日号掲載）
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費者への取り立ては止まるので、安心するように伝えました。
借金問題は必ず解決できます。一人で悩まず、専門家の力を借りて、生活の立て直しをしましょう。
（広報平成 30 年１月１日号掲載）
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クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフ制度

1ク
 ーリング・オフの通知は、クーリング・オフ期間内に、販売会社へ電話ではなく必ず書面で
行います。

クーリング・オフ制度を利用しましょう
クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘などで契約の申込みまたは締結後、消費者に
冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば、損害賠償や違約金の請求を受けることなく、無
条件で申込みの撤回や契約を解除できる制度です。

クーリング・オフ可能な取引一覧

書面の書き方

店舗外での原則全ての商品・役務及び指定権利の契約｛キャッチセー
ルス、アポイントメントセールス、SF 商法（店舗での契約を含む）、
短期の展示販売も対象｝

8 日間

クーリング・オフ
通知の記載例

電話勧誘販売
（特定商取引に関する法律）

電話勧誘による原則全ての商品・役務及び指定権利の契約

8 日間

連鎖販売取引
（特定商取引に関する法律）

特定継続的役務提供
（特定商取引に関する法律）

業務提供誘引販売取引
（特定商取引に関する法律）

訪問購入（押し買い）
（特定商取引に関する法律）

生命・損害保険契約

その他のクーリング・
オフ制度のある契約

マルチ商法による原則全ての商品・役務・権利の契約（店舗での契
約を含む）

20 日間

5 万円を超えるエステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・
結婚相手紹介サービス・美容医療（脱毛、にきび・しみなどの除去、
または皮膚の活性化、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯牙の漂白）
を一定期間継続する契約（店舗での契約を含む）

8 日間

内職商法、モニター商法による契約（店舗での契約を含む）

20 日間
▼販売会社あて

物品の購入業者が、店舗外で消費者から物品を購入する契約｛規制
対象の適用除外品（大型家電、家具、自動車（二輪を除く）、書籍、
CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券）｝

8 日間

店舗外での契約期間 1 年を超える生命保険・損害保険契約

8 日間

店舗外での宅地建物取引

8 日間

預託等取引契約

14 日間

投資顧問契約

10 日間

不動産特定共同事業契約

8 日間

ゴルフ会員権契約

8 日間

冠婚葬祭互助会契約

8 日間

通知書

（表）

郵便はがき

（裏）

○○区○○町○丁目○番○号

期間

○○株式会社
代表者様

（特定商取引に関する法律）

《はがき》

適用対象

取引内容（根拠法令）
訪問販売

2 クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へも同時に通知します。
3 宛名も含めて書面のコピーをとり、コピーした書面は大切に保管しておきましょう。
4 書面は、記録が残るよう「特定記録郵便」もしくは 「簡易書留」で送ります。
5 支払ったお金は、全額返金してもらいましょう。商品の引き取り料金は業者負担です。

◀︎クレジット契約をしてい
る場合は、あて先をクレ
ジット会社（信販会社）と
販売会社の両方に作成し
ます。

▼クレジット会社あて
（クレジット契約をしている場合）

通知書

次の契約を解除します。

次の契約を解除します。

契約年月日
商品名
契約金額
販売会社

契約年月日
商品名
契約金額
販売会社

平成○○年○月○日
○○○○
○○○○○○円
株式会社×× □□営業所
担当者△△△△

支払った代金○○○○円を返金し、
商品を引き取ってください。
平成○○年○月○日
東京都狛江市○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○

（裏）

平成○○年○月○日
○○○○
○○○○○○円
株式会社×× □□営業所
担当者△△△△

クレジット会社

△△△株式会社

平成○○年○月○日
東京都狛江市○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○

※クーリング・オフの起算日は、契約を締結した日ではなく、契約書面（申込書面）を受け取った日です。
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困ったときの相談窓口
内

容

相談窓口

電話番号

狛江市消費生活センター
対 象：市内在住・在勤・在学の方
費 用：無料

東京都消費生活
総合センター

消
費
生
活
相
談

03-3430-1111
内線 2229

月～金（祝日・年末年始除く）
午前９時～正午
午後１時～午後３時

消費生活相談

03-3235-1155

月～土（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

架空請求 110 番

03-3235-2400

月～土（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

高齢者被害110番

03-3235-3366

月～土（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

高齢消費者見守り
ホットライン

03-3235-1334

月～土（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

消費者ホットライン

法
律
相
談

188

( 公社 ) 全国消費生活相談員協会
「週末電話相談室」

03-5614-0189

( 公 社 ) 日 本 消 費 生 活 ア ド バ イ ザ ー・
コンサルタント・相談員協会
「NACS ウィークエンド・テレホン」

03-6450-6631

狛江市法律相談

成年後見

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会
「あんしん狛江」

土・日（年末年始除く）
午前 10 時～正午
午後１時～午後４時
日

（年末年始除く）
  
午前 11 時～午後４時

月・木（祝日・年末年始除く）
午前９時～正午
（事前予約制・相談日の１週間前
から秘書広報室で受付）

03-3488-5603

月～金（祝日・年末年始除く）
午前８時 30 分～
午後５時 15 分

0570-078374
IP電話からは
03-6745-5600

保健所

東京都多摩府中保健所

042-362-2334

警

調布警察署

042-488-0110

察

年末年始除く

03-3430-1111
内線…
2402・2403

法テラス・サポートダイヤル

法 的
トラブル

受付時間

月～金 午前９時～午後９時
土
午前９時～午後５時
（祝日・年末年始除く）

月～金（祝日・年末年始除く）
午前９時～午後５時

（平成 30 年８月１日現在）

登録番号
（刊行物番号）
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