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はじめに
県内の消費生活相談窓口には、高齢者や障害者を狙った消費者トラブル
の相談が数多く寄せられています。県消費生活センターに寄せられた高齢者
（65歳以上）に関する消費生活相談は、平成29年度は1,410件であり、相談
件数全体の34.7％を占めています。県内の高齢化は年々進んでいることか
ら、高齢者の相談は、今後も高い割合を占めることが予想されます。
こうした高齢者や障害者の方々の消費者トラブルを防ぐためには、ご本人
に情報提供を十分に行い、問題意識を高めてもらうことはもちろんですが、
ご家族や民生委員、ヘルパーなど、周りの方々に「見守り」を行っていただく

ことが大切です。

このハンドブックでは、高齢者や障害者の方々に多い消費者トラブルの事
例やトラブルに気づくためのチェックポイントなどを
紹介しています。日々の暮らしや活動を行う上で、
高齢者や障害者の方々を消費者トラブルから守る
ために、役立てていただければ幸いです。
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「ケアマネジャー」、障害者を支援している方々を「支援者」と表記しています。

1. 県内の高齢化の現状、高齢者や障害者の消費生活相談の状況
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高齢者の相談割合は
増加傾向にあり、
注意が必要
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2. 高齢者や障害者の消費者トラブルの特徴
両者に共通する特徴

１

特徴

だまされたことに
気づきにくい

優しい言葉で近寄ってくる悪質業者を信じ込
んでしまい、まさか自分がだまされているとは気
づかずに契約してしまうケースが多くあります。

特徴

3

被害にあっても
誰にも相談できない

2

特徴

だまされた自分が悪いと自らを責め、人に迷
惑をかけまいと誰にも相談できずにいる方もい
ます。中には、悪質業者から口止めされている
ケースも。

一度だまされると、
悪質業者の「カモ」にされる

一度被害にあうと、悪質業者は次々と契約を迫ってきます。
周囲の人が気づかないうちに被害が高額化・深刻化している
ケースも少なくありません。

高齢者が抱える３つの不安（３Ｋ）

障害者の特性
社会で
自立したい

老後の蓄えを少しでも増やしたい…。
孫に小遣いをやりたい…。

お金

周囲に認めて
もらいたい

KANE

例えば

孤独

健康

KODOKU

話し相手がいない…。
さみしい…。

●訪問販売や電話勧誘がきっかけとなることが
ほとんどです。
●悪質業者は、親切で優しい人を装って近づい
てきます。
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例えば

目が不自由

KENKOU

体調を良くしたい…。
健康になりたい…。

手や足が不自由

純粋で
信じやすい
複雑な話を理解
するのが苦手
外見からは
分かりにくい
例えば

耳が不自由

●契約に必要な情報が十分に得られない。

（例:契約書が点訳されていない）
●前向きな思いを逆手に取った被害も発生して
います。

※障害者には、身体障害者、知的障害者、精神障害者
などさまざまな方がいます。障害の種類、程度によっ
て状況が異なるため障害者の特性を一律に論じる
ことはできません。

3. 見守りをする際の「気づき」のチェックポイント
このような変化は消費者トラブルに巻き込まれている
サインかもしれません！！

K!

CHEC

身のまわり □ 見慣れないダンボールや新しい商品がある
□ 高額なものが急に増えている
□ 修理やリフォームを頻繁に行っている

外出先

□ 以前よりも外出が増えた
□ 外出から帰ると、様子がおかしい
□ 外出時の服装が急に派手になった

交友関係

□ 見慣れない人や車が出入りしている（特に年金支給日前後）
□ 頻繁に電話がかかっている
□ 急に親しい人ができたようだ

□ 最近、お金に困っている様子がみられる
お金に
関すること □ 急に借金を申し出るようになった
□ 羽振りのいい話が多くなった

興味・関心

□ 先物取引や投資に急に関心を持ち始めた
□ 特定の商品を買うよう強く勧めてくる
□ 特定のサークルへの入会を急に勧め始めた

その他

□ 頻繁に金融機関やコンビニでお金を支払っている
□ カレンダーに不審な印が付いている
□ しつこい電話をうまく切れないで困っている
□ ドアのチャイムや電話におびえている

●チェックの数が多い場合、消費者トラブルに巻き込まれている可能性があります。
●日頃の見守り活動の中で、気づいた点や心当たりがある場合は、ご家族や消費生活相談窓口
に連絡・相談して、
トラブルを未然に防ぎ、あるいは被害を最小限に食い止めしましょう。
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4. 見守り事例

1

「見慣れない人が出入りしている」と
聞いて…
【点検商法】
最近︑
見慣れない人が
出 入りしてます︒
大丈夫 かしら …

<民生委員さんの見守り>
先日、私が担当している、Ａさんご夫婦の近所の方
から、
「最近、Ａさんの家に作業服を着た見慣れない
人が出入りしているようだ」という連絡を受けまし
た。Ａさんの家を訪問して事情を聞いてみると、
「今
なら無料で家の床下点検をする」と言われたので点
検してもらったところ、
「このままだと家が傾いてし
まう。今すぐ工事をしないと危険」と言われたそうで
す。それを聞いたＡさんは不安になり、その日のうち

お変わり
ありませんか？

その
業者は
信用でき
ますか？

この間︑無料で床下
点検してもらったら …

今すぐ
工事を
しないと
家が傾くと
いうので︑やって
もらうんです︒

に床下補強工事の契約をしてしまったとのことでした。
私は、業者が契約をせかすのはおかしいと思い、

「その業者は信用できますか？」とお声がけし
たところ、Ａさんご夫婦も不審に思うところがあっ
たようで、
「必要のない契約だったのでできれば解約
したい」とのことでした。
私は、クーリング・オフができるかもしれないと思
い、消費生活相談窓口に相談するよう勧めることに
しました。

これは「点検商法」と呼ばれる手口です！
「無料（または安い料金）で点検する」などと言って訪問し、
「床下が腐っている」
「水質に問題があ
る」などと不安をあおり、高額な工事や商品購入の契約を迫ります。屋根や配水管、布団のカビ・ダ
ニ、シロアリの点検などを理由に訪問するケースもあります。

見守りポイント
○最近見知らぬ業者が出入りしていないか、近所
の方に聞いてみましょう。
○頻繁に業者が出入りしている場合、複数の業者
から契約させられている可能性もありますの
で、特に注意が必要です。
○ご本人に被害者意識がない場合、周囲の人から
の声かけによって被害に気づくことがありま
す。同じような事例を具体的に話すことで被害
に気づいてもらいましょう。
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対処方法
●この手口は 訪問販売 にあたり、契約書面を受
け取った日から８日以内であれば、クーリング・
オフができます（14ページ参照）。
●工事の契約などはその場ですぐに契約せず、一
度契約書を預かり、信頼できる方に見てもらうよ
う勧めましょう。複数の業者から見積もりを取る
ことも大切です。
●一度被害にあった高齢者は再度狙われる可能性
が高いので、引き続き見守りを行いましょう。

4. 見守り事例

2

「無料で日用品がもらえる」という
話を聞いて…
【催眠(ＳＦ)商法】
いいお店見つけたの︒
無料で日用品
もらえるのよ！

なんで無料で
もらえたの？

何か
買わされたり
してない？

<家族の見守り>
私は離れて暮らす高齢の母の様子が気がかりで、
久しぶりに電話をかけてみました。話をしていくう
ちに、母は最近、お気に入りのお店を見つけたと教え
てくれました。なんでも、近所のお店に行くと無料で
日用品がもらえるので、お友達と一緒に通い詰めて
いるとのことでした。
私 は 、無 料 で 物 が も ら え る こ と を 不 審 に 思 い 、

「なんで無料でもらえたの？」とたずねたとこ
ろ、母もよくわからない様子でした。私が「何か買
わされたりしてない？」とさりげなくたずねた
ところ、母は「実はね、気づいたら、高い健康食品を

消費生活相談窓口

相談してみよ︒

どうしよう …
買っちゃった

勧められるままに買ってしまってて・・・」と打ち明け
てくれました。
母は、できることなら返品したいということでし
たので、私が付き添って近くの消費生活相談窓口に
相談に行きました。

これは「催眠(ＳＦ)商法」と呼ばれる手口です！
閉め切った会場に人を集めて、日用品の無料配布や安売りなどで場の雰囲気を盛り上げ、冷静な
判断ができなくなったころを見計らって高額な商品を売りつけます。一度会場に入るとなかなか
帰してもらえず、何も買わずに帰ることは難しくなります。

見守りポイント
○いそいそと楽しそうに出かける回数が増えた時
には、定期的に業者のところへ出かけている可
能性があります。
○部屋の中にこれまで見たことのない布団や健
康器具などがあることに気づいたら、それとな
く話を聞いてみましょう。
○ご本人に被害者意識がない場合、周囲の人から
の声かけによって被害に気づくことがありま
す。同じような事例を具体的に話すことで被害
に気づいてもらいましょう。

対処方法
●この手口は訪問販売にあたり、契約書面を受
け取った日から８日以内であれば、クーリング・
オフができます（14ページ参照）。
「格安」というセールストークには裏が
●「無料」
あることがほとんどです。
「タダ」より高いもの
はありません。不要なものは「きっぱり断る」よ
う伝えましょう。
●こうした悪質業者にだまされることは決して
恥ずかしいことではありません。不安な様子で
あれば、丁寧に話を聞いてあげましょう。
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4. 見守り事例

3

押入れに大量のダンボールが
あるのを見つけて…
【次々販売】
<ヘルパーさんの見守り>
私が担当しているＢさんは一人暮らしをしてお

高級
ふとん

健康食品

私がいつものように部屋の掃除をしていると、押

あら！
これは …

サプリメント

り、年金だけで生活しています。

！
！

入れにいくつものダンボールがありました。そこに
は、大量の健康食品や新品のふとん、乾燥剤などが
入っており、一人暮らしのＢさんには到底必要のな
い量だと思われました。私が「いつ購入されたの

ですか？」とたずねたところ、Ｂさんはよく覚えて
いない様子でした。

これ︑いつ購入
されたのですか？

よく …
わからないね …

私は、Ｂさんが消費者被害にあっている可能性が
あること、認知症の症状も出ていると思われること
を自分の所属する事業所に伝え、事業所からＢさん
担当のケアマネジャーに連絡してもらいました。そ
してケアマネジャーからＢさんの息子さんに連絡を
とったところ、消費生活相談窓口に相談することに
なったそうです。また、成年後見制度の説明も同時に
したところ、地域包括支援センターにも相談するこ
とになったそうです。

これは「次々販売」と呼ばれる手口です！
訪問販売などで一度契約をした人を狙い、必要のない商品やサービスを次から次へと契約させ
ます。同一業者が複数の商品やサービスの勧誘をする場合もあれば、複数の業者が入れ替わり立ち
替わり勧誘をする場合もあります。

見守りポイント
○一人暮らしの高齢者世帯にもかかわらず、まと
まった量の健康食品やふとんなど、普段見慣れ
ないものが必要以上にある場合、次々と物を契
約させられている可能性があります。
○見知らぬ業者が多く出入りしている場合は、さ
りげなくたずねてみましょう。
○認知症の症状が見られる場合には、できるだけ
早く事業所に連絡し、ケアマネジャーにご本人
の状況を伝えましょう。
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対処方法
●訪問販売の場合は、クーリング・オフ（14ペー
ジ参照）や過量販売として解除等※ができる可
能性があります。
●悪質業者から情報が流れて、別の業者が次々
と勧誘に来るおそれもあります。
●お金の管理が不安になってきたら、日常生活
自立支援事業などの利用を検討しましょう（15
ページ参照）。
※通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を
結んだ場合、契約締結後１年間は契約の解除等ができます。

4. 見守り事例

4

「必ずもうかる話があるからもう生活は
安心だ」という話を聞いて…【利殖商法】
これでもう今後の
生 活は安心じゃ︒

実は︑必ずもうかる
投資ファンドがあって
出 資しようと
思ってるんだ︒

<民生委員さんの見守り>
私は最近の消費者トラブルについて紹介している
チラシを持って、担当しているＣさんの家に行きま
した。世間話をしていると、Ｃさんが「これでもう今
後の生活は安心だ」と言いました。私はＣさんが突然
こんなことを言ったのを不審に思い、詳しく話を聞
いてみると、業者から「必ずもうかる投資ファンドが
ある。出資しないか」と勧誘されたとのことでした。
私は、必ずもうかると言い切る話はあやしいと思

最近投資ファンドの
トラブルが多いそう
ですよ！

今注目の
分野だし
わしのは
心配
ないよ︒

い、
「最近投資ファンドのトラブルが多いそ

うですよ」と、Ｃさんに投資ファンドに関するトラ
ブルについて書かれたチラシを渡しながらお話しま
した。しかし、Ｃさんは「今注目されている分野みた
いだし、私のは心配ないよ」と言い、契約を考えてお
られるようでした。
私は、少しでも不安なことがあれば、すぐに消費生
活相談窓口に相談するよう勧めることにしました。

これは「利殖商法」と呼ばれる手口です！
「必ずもうかる」
「値上がり確実」など、もうかることを必要以上に強調し、リスクについて十分な説
明をしないまま、権利の購入や投資などの勧誘をします。未公開株や社債の購入、先物取引など高額
な契約を持ちかけるケースもあり、退職金や老後の資金をすべてつぎ込んでしまう人もいます。

見守りポイント
○部屋に投資のパンフレットなどが置かれていな
いか確認しましょう。
○「老後の不安が消えた」
「お金の心配が無くなっ
た」などの発言に気をつけましょう。
○手口が巧妙化しており、ご本人がだまされてい
ることに気づいていなかったり、また、ご本人
がだまされていることを認めたくないケースも
あります。その場合は、ご本人のプライドを傷つ
けないようにさりげなく話を聞いてみましょう。

対処方法
●世の中に「必ずもうかる」
「値上がり確実」など
のうまい話はありません。仕組みが十分に理解
できない投資などには、手を出さないよう伝え
ましょう。
●日頃から最新の被害情報にアンテナを張り、訪
問時の話題にしてみてください。周囲の人から
の声かけで被害に気づく場合があります。
●過去に、利殖商法の被害にあったことがある人
は、二次被害にあう可能性が高いため、特に見
守りが必要です。
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4. 見守り事例

5

「身に覚えのない利用料金の請求が
届いた」という話を聞いて…【架空請求】
ほら見て
かわいいでしょ♪

まあ！
ほんと！

<ケアマネジャーさんの見守り>
私が担当しているＤさんはご家族と離れて一人暮
らしをしています。Ｄさんは、娘さんから、何かあっ
たときにすぐに連絡をとれるようにしてほしいと言
われ、最近、携帯電話を使い始めました。
前にお会いしたときは、娘さんとメールで連絡を
とりあったり、お孫さんの写真を送ってもらったり
して、生き生きとしていたのですが、今日は携帯電話
に触ろうともしません。私は、いつもと様子が違うと

どうされたの
ですか？

知らないところから
次々と利用料金の
請求が来るの！

思い、
「どうされたのですか？」と声をかけてみ
ました。すると、Ｄさんは、見知らぬ業者から身に覚
えのない利用料金を請求するメールが次々と届いて
困っていると打ち明けてくれました。
私は、これは架空請求の手口に違いないと思い、消
費生活相談窓口に相談するよう勧めることにしまし
た。

これは「架空請求」と呼ばれる手口です！
「総合情報サイト利用料」
「有料サイト利用料」などの名目で、利用した覚えがないのに料金を請求
されます。何らかの名簿を入手した悪質業者が、電子メールやはがきなどで、手当たり次第に根拠の
ない請求をしてきます。中には、
「訴訟」
「強制執行」などの脅し文句が書いてあることもあります。

見守りポイント
○心当たりのない請求書や督促状が届いていない
か、ご本人にさりげなく確認しましょう。
○一度料金を支払うと、次々と請求してくるおそ
れがあります。身に覚えのない請求の場合は、
まどわされず無視するよう伝えましょう。
○携帯電話の操作が不慣れな方は、誰かに相談す
るのも億劫になりがちです。誰にでも起こりう
るということをお伝えして、相談しやすい雰囲
気を作りましょう。
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対処方法
●身に覚えがなければ支払わない、脅し文句が書
いてあってもひるまないことが大切です。不安
を感じた場合は、相手に連絡したり料金を支払
う前に、消費生活相談窓口に相談するよう勧め
ましょう。
●これ以上、個人情報（電話番号など）を知られな
いためにも、決して連絡をとらないよう伝えま
しょう。
●念のため、証拠となる電子メールやはがきは保
存しておくよう勧めましょう。

4. 見守り事例

6

「これさえあれば病気は治る」という
話を聞いて…
【開運商法】
すてきな
ブレスレットですね︒

これさえあれば
先祖のたたりがなくなって
病 気が治るのよ！

<支援者の見守り>
私が担当しているＥさんの家を訪問したときのこ
とです。何気なく世間話をしていると、Eさんが見慣
れないブレスレットをしていることに気がつきまし
た。私は「すてきなブレスレットですね」と声
をかけたところ、Ｅさんは「これさえあれば先祖のた
たりがなくなって、病気も治るんです」と言いまし
た。
私は、突然Ｅさんがこのようなことを言い出した

家に来た業者に
病気の悩みを言ったら …

この
開運ブレスレットをつければ
病気も治るんですって︒
いい人だったわ！

ので不審に思い、詳しく話を聞くことにしました。す
るとＥさんは、先日、家を訪ねてきた業者に悩みを聞
かれたので、
「病気のことで悩んでいる」と答えたと
ころ、
「それは先祖のたたりのせいだ。この開運ブレ
スレットをつければたたりはなくなる」と言われ、ブ
レスレットを買ってしまったとのことでした。
私は、ブレスレットをつけただけで病気が治るの
はおかしいと思い、Ｅさんのご家族の方に連絡をし
て事情を説明し、消費生活相談窓口に相談するよう
勧めることにしました。

これは「開運商法」と呼ばれる手口です！
「あなたの病気は先祖のせいだ」などと不安をあおり、
「災いを取り除くため」、
「運気を上げるため」
などと言って印鑑や祈とうサービス、数珠、つぼなどの商品を売りつけます。家を訪問するほか、雑
誌の広告や新聞の折り込みチラシなどを使って誘い出すケースもあります。

見守りポイント
○見慣れない物を身に着けていたり、急に身のま
わりの品物が増えたりした場合には声をかけて
みましょう。
○最近見知らぬ業者が出入りしていないか、近所
の方に聞いてみましょう。
○ご本人に被害者意識がない場合、周囲の人から
の声かけで被害に気づくことがあります。同じ
ような事例を具体的に話すことで被害に気づ
いてもらいましょう。

対処方法
●この手口は 訪問販売 にあたり、契約書面を受
け取った日から８日以内であれば、クーリング・
オフができます（14ページ参照）。
●ただし、雑誌の広告などを見て申し込んだ場合
は通信販売にあたり、クーリング・オフが適用
されないため、注意が必要です。
●お金を払ったり商品を購入するだけで病気が
治ったりするわけはありません。不安をあおら
れても、必要がない場合は「きっぱりと断る」よ
う伝えましょう。
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警 報 5. 電話勧誘から始まる取引の実態のない
詐欺にもご注意ください！
さ

ぎ

もうかるちゃ詐欺

とは…

嘘のもうけ話をもちかけたり、ギャンブルの必勝
法や宝くじの当選番号などを教えると言って
現金をだまし取る手口

こんなトークには要注意!!
「宝くじの当選番号を教える」「謝礼を渡すから代わりに購入して」
「レターパックや宅配便で現金を送って」
法律などで
禁止されています!!

さ

ぎ

たのんちゃ詐欺

とは…

息子や孫などになりすまし、
トラブルの発生を
口実に現金をだまし取る手口

こんなトークには要注意!!
「会社のお金を使い込んだ」「女性を妊娠させた」「株で失敗した」
「携帯電話の番号が変わった」「自分の代わりの者にお金を渡して」
さ

ぎ

なりすまし詐欺

とは…

市町村、税務署、警察などの職員を名乗ったり、
架空の利用料を請求して現金をだまし取る手口

こんなトークには要注意!!
「捜査のためキャッシュカードを預かる必要がある」「ＡＴＭを使って
医療費の還付をする」「インターネットサイトの利用料が未納」

対処方法

留守番電話作戦
在宅時でも、自宅の固定電話を留守
番電話に設定しておきましょう。相手
と直接話をしなくてすみます。

家族の間で合言葉
を決める

※別途サービス料が必要

着信時に表示される電話番号

事前に家族の間で、
「電話

に心当たりがない場合は、電

での呼び掛け方」や「合言

話に出ないようにしましょう。

葉」を決めておきましょう。
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ナンバーディスプレイ
機能の活用

詐欺を撃退

6. トラブル発見時のフローチャート
対応の一例を紹介します。地域の実態に即して応用してください。

シグナル

本人の様子の変化
事業所への
連絡は大切！

ご近所の方

気づき

ご家族

民生委員

支援者

ヘルパー

事業所

ケア
マネジャー

本人に事情を確認

○本人を責めないよう注意
○よくある被害事例を伝え
ながら聞きましょう

認知症の
可能性

消費生活相談を勧める

相談することを望む

支援が必要
な場合

相談することを望まない

原則

本人が
相談

家族が
相談

見守り者が
付き添うことも

経過の見守り

本人も家族も
相談できない場合

民生委員、支援者、
ケアマネジャーが
相談

家族や関係機関などで
引き続き様子をみる

家族、地域包括支援センター、市町村の障害
福祉担当課などの相談機関に連絡して、福祉
サービスの利用や見守り体制を検討する。

消費生活相談窓口
連携
相談する前に…

◇契約年月日、契約商品・サービス、契約金額、支払方法、事業者名（クレジット会社名）、担当者名、契約する
こととなった経緯などを整理する。
◇契約書類、領収書などの控えを準備する。
◇どのように勧誘を受けたか（セールストークの内容や勧誘を受けた時間の長さなど）も確認する。
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とき
こんな
？
どうする

Ｑ1

7. 高齢者・障害者の

トラブルに巻き込まれているようです。
どのようにご本人に伝えたらよいで
しょうか？

A

まずは、近隣で発生している消費者トラ
ブルの具体的な事例をお話しして、
「似
たような誘いがなかったですか」と、情報提供
に協力してもらいたいという態度で声かけを
するとよいでしょう。そのうえで、ご本人の自
尊心を傷つけないよう注意しながら、最近ト
ラブルが増えていること、誰でもだまされる
可能性があるので決して恥ずかしいことでは
ないことを客観的にお伝えしましょう。

Ｑ2

消費生活相談を勧めてよいトラブルな
のかどうか迷うのですが。

A

消費者トラブルは、事業者と消費者の間
の問題であり、家庭内の相続問題など
は含みません。
実際のトラブルは、いろいろな問題が複雑
に絡み合っているケースもありますので、迷っ
たときは、消費生活相談窓口にお問い合せく
ださい。
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Ｑ3

ご本人から、自分に代わって消費生活
相談窓口に電話をしてほしいと言わ
れました。可能ですか。

A

消費生活相談窓口への相談は、一番事
情が分かっているご本人からが原則で
す。代わりに電話をしてほしいと頼まれた場
合は、事前に詳しく話を聞き、ご本人の隣で電
話をするとよいでしょう。

<ヘルパーの場合>
ご本人に代わっての消費生活相談窓口への相
談は、ご家族か担当のケアマネジャーや支援
者にお願いしてください。まず所属する事業
所 に 報 告 し 、事 業 所 か ら 担 当 の ケ ア マ ネ
ジャーか支援者に連絡してもらいましょう。善
意であっても一人で判断して依頼を引き受け
ないようにしましょう。

見守り・サポート Ｑ＆Ａ
Ｑ4

所属する事業所にトラブルの兆候を報
告したところ、
「業務以外のことなので
これ以上関与しないように」と指示を
（ヘルパーＡ）
受けました。

A

Ｑ6

個人情報の取扱いが気になり、どこま
でご本人の情報を消費生活相談窓口
等へ提供してよいのかとまどっている
のですが。

A

個人情報保護法が施行され、情報提供
に慎重になっている方も多いと思いま
す。これはとても大事なことですが、消費者被
害の回復など、ご本人の利益につながる場合
は、了解を得たうえで積極的に情報提供する
ことが重要です。

Ｑ5

Ｑ7

ご本人は「相談したくない」と言われま
すが、悪質業者のトラブルに巻き込ま
れて、事業所の利用料や日々の生活費
にも支障をきたしている状態です。

（ヘルパーＢ）

A

担当のケアマネジャーや支援者に連絡
して、事実確認や家族等の緊急連絡先
との調整をするよう所属する事業所にお願い
してください。深刻な消費者被害があるにも
かかわらず、ご本人や家族等が何も対応しな
い場合には、ケアマネジャーや支援者は、地域
包括支援センターや行政の窓口に連絡するこ
とも検討してください。

個人情報

ヘルパーが利用者宅で見つけたトラブ
ルの兆候は、他の人では発見しにくい
貴重な情報です。事業所は担当のケアマネ
ジャーや支援者に橋渡しをすることが社会的
に期待されています。ミーティング等を活用し
て、全員で意見交換をしてみてはいかがで
しょうか。

消費者トラブルについて、もっと詳しく
知りたいのですが。

A

県消費生活センターでは、毎月１回、
「く
※１
らしの安心情報 」を配信し、県内で
最近発生している消費者トラブルについて注
意喚起を行っています。また、国民生活セン
ターでも高齢者や障害者のトラブルを防止す
るための「見守り新鮮情報 ※２」を配信してい
ますので、日頃の見守り活動にお役立てくだ
さい。
※１ 富山県消費生活センター「くらしの安心情報」
http://www.pref.toyama.jp/branches/1731/1731.htm

※２ (独)国民生活センター「見守り新鮮情報」
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/index.html
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8. クーリング・オフ制度をご存知ですか？
◎クーリング・オフとは
申込みや契約をした後に、冷静に考え直す機会を消費者に与え、一定期間であれば無条件で申込
みを撤回したり、契約を解除できる制度です。
いったん契約した以上は、それに拘束されるのが原則ですが、特定商取引法などの法律ではクーリ
ング・オフが適用される取引について定められています。

「特定商取引法」で定められているクーリング・オフが適用される取引
取 引 形 態

適 用 対 象

期 間

事業者の店舗以外の場所での契約 ※１
（キャッチセールス、アポイントメントセールス等も該当）

訪問販売

８日間

訪問購入

８日間

業者が訪問して買取りをする取引

電話勧誘販売

８日間

事業者から電話で勧誘を受けた契約 ※１

特定継続的役務提供

８日間

一定の期間・金額を超える7業種(エステ・美容医療･語学教室・家庭教
師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス）に関する契約

連鎖販売取引

20日間

いわゆるマルチ商法による取引 ※２

業務提供誘引販売取引

20日間

いわゆる内職商法やモニター商法などによる取引 ※２

※１ 原則全ての商品・役務及び政令で定める権利が対象（適用除外となる場合もあります）
※２ 全ての商品・役務・権利が対象

◆クーリング・オフ書面の書き方(はがきの場合)

・訪問購入であっても、次の場合
a)自動車、家具、家電(携帯が容易なものを除く)、
本・CD・ゲームソフト類、有価証券
b)消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場
合やいわゆる御用聞きや常連取引の場合など

契約年月日 平成○年○月○日
販売会社名 ○○株式会社
担当者名
○○ ○○
商品名
○○○○
契約金額
○○○○○円

配置薬等）を使用した場合

様

c）政令で指定された消耗品（化粧品、健康食品、

住所

b）
３，
０００円未満の現金取引

代表者

a）乗用自動車、電気・都市ガスの供給、葬儀など

特定記録

規定をよく確認しましょう）
・訪問販売、電話勧誘販売であっても、次の場合

○○株式会社

・消費者が自発的に店舗に出向いて買い物をした場合
・通信販売による場合（注文する前に返品制度の

契約解除通知

郵 便 は が き

右記契約を解除します︒
支払い済みの○○円を返金し︑商品を引取って
ください︒
平成○年○月○日
住所
○○○○○○○○○
氏名
○○○○○○○○○

◆次の場合は、
次の場合は、
クーリング・オフが適用されません

郵便局の窓口で「特定記録郵便」にして送ります。
○郵送前に、はがきの表と裏をコピーし、郵便局で受取った受領書
とともに保管しておきます。
○個別クレジット契約をした場合は、クレジット会社と販売会社両方
に同時に書面を送付します。

●クーリング・オフ期間を過ぎていても、勧誘方法や契約内容に問題があればクーリング・
オフができる場合がありますので、あきらめないでご相談ください。
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9.「大丈夫かな」
「支援が必要かな」と思ったら
〜日常生活自立支援事業・成年後見制度を活用しましょう〜
日常生活自立支援事業

成年後見制度

高齢者や障害者の方々の中で、判断能力が
十分でない方や判断に支援が必要な方が、地域
において自立した生活を送れるよう、福祉サー
ビスの利用手続きや日常的な金銭管理などの
援助を行う制度です。お住まいの市町村の社会
福祉協議会にご相談ください。

認知症や知的障害、精神障害などの理由で判
断能力が不十分な方々の財産や権利を保護し、
生活を支援する制度です。家庭裁判所へ申し立
てて、後見人などを選任する
「法定後見制度」
と、
判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ任
意後見人を決めて公正証書による契約を行う

「任意後見制度」があります。
●問合せ先：

富山家庭裁判所魚津支部
富山家庭裁判所
TEL 076-421-8162 TEL 0765-22-0160
富山家庭裁判所高岡支部
TEL 0766-22-5230

だまされやすさ 心理チェック
作成：立正大学 教授

高齢者や障害者の皆さんと
一緒にやってみましょう！

西田公昭（消費者庁「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」より抜粋）

あてはまる項目に○をつけてください。
① 自分のまわりにあまり悪い人はいないと思う ……………………（

）

② 相手に悪いので人の話を一生懸命聞く方だ ………………………（

）

③ たまたま運の悪い人がトラブルにあうのだと思う ………………（

）

④ 知人から「効いた」
「良かった」と聞くと、やってみようと思う …･（

）

⑤ 有名人や肩書きのある人の言うことはつい信用してしまう ……（

）

⑥ 人からすすめられると断れない方だ………………………………（

）

⑦ 迷惑をかけたくないので家族にも黙っていることがある ………（

）

⑧ 実際、身近に相談できる人があまりいない ………………………（

）

⑨ しっかり者だと思われたい …………………………………………（

）

合計

個

心理チェックの結果／○が多いほど、消費者トラブルにあう危険度が高い傾向にあります。
①②③に○をつけた人は…トラブルに対して危機意識がうすい傾向
④⑤⑥に○をつけた人は…だまされているのに気がつかない傾向
⑦⑧⑨に○をつけた人は…だまされたとき一人で抱え込んでしまう傾向
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10. こんな勧誘トークがされていたら要注意です！
今日だけ
タダで配布

必ずもうかる

無料点検中
（応募してないのに）

当選しました！

これさえ買えば
幸せになれる

（身に覚えがないのに）

代わりに
買ってくれたら
高値で買い取る

利用料金が
支払われてない

以前の損失を
取り戻せる

「いつもと違うな」と思ったら、こんな声かけをしてみましょう
どうされたんですか
新しく買われ
たんですか
一緒に考えて
みましょう

お困りのことは
ありませんか
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それは信用できる
業者ですか

何か買わされ
ませんでしたか

誰かに相談して
みましょう
私のところにも
同じ電話が
あったんですよ

11. 富山県からのお知らせ
見守り活動に役立つ消費生活に関する情報を提供します！
県消費生活センターでは、地域で高齢者等の見守り活動や消費者啓発活動を行っている団体・グ
ループの皆さまに、悪質商法などの消費生活に関する情報のメール配信や出前講座を行っています。

◆ 対象：地域住民の見守り活動を展開している団体、グループ等
消費者グループ、老人クラブ、自治会、ボランティアグループ等
◆ 県から提供する内容
●「くらしの安心情報」の配信
（最近の特徴的な悪質商法の事例、消費生活に関する情報など）[毎月]
●注意喚起など、見守り活動に必要な情報の配信 [随時]
●「消費生活出前講座」の開催 [別に申込みが必要です。]
くらしの安心
情報 配信！

県民生活課
地域ネットワーク
※地域の保健、福祉、
防犯、教育等の関係
団体等で構成し、高
齢者・障害者の見守
り活動等を行うネッ
トワーク組織

情報配信
広報・啓発
講師等派遣

消費生活相談窓口
県消費生活
センター

情報配信
広報・啓発
講師等派遣
登録

連携
トラ ブ ル
情報連絡

市町村

トラ ブ ル
情報連絡

地域で活動する
グループ等
●消費者グループ
●老人クラブ
●自治会
●ボランティアグループ
等

メール配信登録や出前講座の申込み及び問合せ先はこちら

富山県消費生活センター TEL ０７６-４３２-２９４９ FAX ０７６-４３１-２６３１

あなたの身近にも消費者トラブル防止に活躍している方々がいます！
消費生活推進リーダー

くらしのアドバイザー

県では、消費者啓発活動の担い手として、消費
生活に関する専門知識を持つ方に「富山県消費
生活推進リーダー」を委嘱しています。
県消費生活センターが実施する地域等での消

県では、地域における消費生活に関する知識
の普及・啓発活動の担い手として、消費者問題に
関心を持ち地域活動に熱意のある方に「くらしの
アドバイザー」を委嘱しています。

○問合せ先：富山県消費生活センター

○問合せ先：富山県消費者協会

費生活出前講座の講師や、消費者トラブルの早
期発見活動などに積極的に取り組んでいます。

TEL ０７６-４３２-2949

市町村や地域団体等と協力して、寸劇などを
交えた啓発講座「くらしの相談会」の開催、地域
住民の相談の受付などを行っています。
TEL ０７６-４３２-５６９０
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ひとりで悩まず早めに相談するよう
勧めてあげましょう。
最寄りの相談窓口
富山市 消費生活センター (CiCビル内)

０７６-４４３-２０４７

高岡市 消費生活センター (高岡市役所内)

０７６６-２０-１５２２

魚津市 市民課

０７６５-２３-１００３

氷見市 市民課

０７６６-７４-８０１０

滑川市 生活環境課

０７６-４７５-２１１１(代)

黒部市 消費生活センター

０７６５-５４-３１９８

砺波市 消費生活センター (砺波市役所内)

０７６３-３３-１１５３

小矢部市 生活協働課

０７６６-６７-１７６０(代)

南砺市 消費生活センター (南砺市役所井波庁舎内)

０７６３-２３-２０３５

射水市 消費生活センター (射水市役所内)

０７６６-５２-７９７４

舟橋村 総務課

０７６-４６４-１１２１(代)

上市町 町民課

０７６-４７２-１１１１(代)

立山町 住民課

０７６-４６２-９９１５

入善町 住民環境課

０７６５-７２-１824

朝日町 住民・子ども課
社会福祉協議会

０７６５-８３-１１００(代)
０７６５-８３-0576

※各相談窓口の詳細は県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.toyama.jp/cms̲sec/1711/kj00003708.html

富山県消費生活センター(富山県民共生センター内）
消費生活相談 ０
７６-４３２-９２３３
相談受付：平日８時30分〜17時
金融・多重債務相談 ０
（火曜日のみ20時まで）
７６-４３３-３２５２
富山県消費生活センター高岡支所(高岡総合庁舎内）
相談受付：平日８時30分〜17時

消費者ホットライン

消費生活相談
金融・多重債務相談

０７６６-２５-２７７７

188（いやや！）

※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただくことができません。
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