
蛍鐸

せ覧た堂が や

活
○
○

セ「

メ

I

職25琵園肖謝甜目談 珊蝋

園耐 機種訓用E…I認ぎ割邑琶… ツ

発行：世田谷区消費生活課年4回(3月・6月・9月・12月)発行
〒154-0004世田谷区太子堂2－16－7区役所三軒茶屋分庁舎3階Tel3410-6521-6523Fax3411-6845

こ の冊子は再生 紙 を 使 用 し て い ます消費生活センターだより2014．9月号 ⑪

世田谷区消費生活センター

相談窓□のご案内

相談専用電話03410-6522

高齢者(65歳以上)消費者被害

相談専用電話丑5486-6501

世田谷区ホームページアドレスhttp://www.city・setagaya.Ig.jp/

相談日時

月曜～金曜（電話・来所）午前9時～午後4時30分

土曜（電話のみ）午前9時～午後3時30分
※祝日・12月29日～1月3日を除く

回覧
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平成25年度 I

消費生活相談の概要がまとまりまし費 活相

相談件数の推移
平成25年度に世田谷区消費生活センターに寄せられた消費生活相談は

6,014件で、前年度より443件増加しました。

年度 21年度 22年度 23年度 24年度

相談件数 5，790 5，172 5，506 5‘571

25年度

6，014

相談の多い商品・サービス
相談の多い商品・サービスは、スマートフォン、パソコンへの不当・架空請求に関すること（第1

位)、インターネットの通信販売での商品未着（第4位）などで、インターネットに関するトラブル

が多いことがあげられます。

順位 商品・サービスの分類 件数

1位 運輸・通信サービス（スマートフォン、パソコンへの不当・架空請求など） 1，153

2位 土地・建物・設備（賃貸住宅の敷金や原状回復費、住宅設備工事など） 878

3位 教養・娯楽品（スマートフオン、パソコン機器、ソフトウエア、学習教材の購入など） 584

4位 被服品（洋服、バッグ、靴などの通信販売での商品未着や偽物のトラブルなど） 503

5位 金融・保険サービス（投資商品、ローン、保険など） 419

契約者の年齢別の販売・購入形態
相談件数を契約者の年齢別でみると、30歳代、40歳代が多くなっています。また、70歳以上の相談

も全体の20％を超えています。

販売・購入形態別の契約者の年齢をみると、通信販売は、30歳代、40歳代が多く、訪問販売と電話

勧誘販売は、70歳以上が多くなっています。

合計

店舗購入

通信販売

訪問販売

電話勧誘販売

マルチ・マルチまがい

訪問購入

送りつけ

その他

19歳

以下

126

17

95

4

0

0

0

0

10

20歳代 30歳代 40歳代

680 1,097 1,006

269 491 456

236 453 392

69 40 26

14 17 25

34 2 5

4 4 3

0 0 2

54 90 97

50歳代 60歳代

694 629

295 274

232 172

32 38

35 45

3 2

1 8

1 2

95 88

70歳代

684

202

139

83

106

4

14

8

128

80歳

以上

550

97

75

114

116

0

8

11

129

*年齢が不明なものは含まれていません。

②消費生活ｾﾝﾀー だより20149月号
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イ 通販で買服 った

商品が届かない!！
、
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相談事例相談事例
一

インターネット通販で海外ブランドのスニーカーが格安

で売られているサイトを見つけた。入金確認後3日以内に

商品を発送するとあったので、指定された銀行口座に代金

の振り込みをした。「商品発送します」というメールは届い

たが、1週間経っても商品が送られてこない。メールで問い

合わせても返信がない。サイトを改めて見ると、住所も電

話番号も記載がなく、口座も個人名義のようだった。商品

が届かないなら、お金を返してほしい。

インターネ

1週間後､、、1週間後､、、

妙妙乙
浴
い

夕一から

事例のように、前払いで商品を注文したのに、商品が届かないという相談が非常に多く寄

せられています。インターネット通販は、欲しい物が簡単に見つけられるという便利さがあ

る反面、実際に商品を手にとって確認することができない、事業者との連絡手段が限られて

いるなどのリスクもあります。

ブランドの商品を注文したのに、送られてきたのは偽物だったというケースも多くみられ

ます。また最近では、ブランド品に限らず身近な商品でも同様のトラブルが多発しています。

商品が届かない、偽物が届いたなどというトラブルで、販売事業者に連絡がとれない場合

は返金や商品交換を求めることは困難です。

○購入申込をする前に、販売事業者の連絡先（会社名、住所、電話番号）を、必ず確認し

ましょう。連絡先の記載があっても架空のものではないか、特定商取引法で定められて

いる表示(※)の記載があるか、会社概要なども合わせて確認し、!|亘重に契約しましょう。

○支払方法が、代金前払いのみの場合や、振込名義が個人名になっている場合は、特に注

意が必要です。

○引渡し時期、返品条件についても、事前に確認しておきましょう。

※事業者は、サイト内に、連絡先のほか、責任者氏名・メールアドレス・商品の引渡時期・限定商品の場合その販売数量、その他
の一定事項を表示しなければならないことが特定商取引法で定められています。

おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください

◆世田谷区消費生活センター

相談専用電話丑3410-6522

高齢者（65歳以上）相談専用電話丑5486-6501

③消費生活センターだより2014．9月号

おかしいな、と思ったら消費生活センターへご相談ください

◆悩用谷区消費生活センター

相談専用電話丑 3410-6522

高齢者（ 6 5 歳 以 上 ） 相談専用電話丑5486-6501
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らしフェスタ2014
0 いのちを守るくらし 、

世田谷くらしフェスタは、自立した消費者になるための情報発信の場として、区内の消費者団体や地域団

体などが、日頃の活動の成果をパネル展示や実演などで広く区民に紹介しています。会場では、くらしに役

立つ知識を楽しく学ぶことができます◎お気軽にご来場ください。

平成26年11月23日（日）午前10H寺～午後4時年 午月

『

L

世田谷区三軒茶屋分庁舎

(世田谷区太子堂2－16－ﾌ）

3階：消費生活センター、産業プラザ

5階：三茶しゃれなあど

と

，主な内容（予定）

★学習会
○「振り込め詐欺等から身を守るために」

午前10時30分～午前11時30分

講師：世田谷警察署ふれあいポリス佐伯警部補

○ミニ料理学習会（レシピ・試食付き）

○着物を洋服にリフォーム学習会（講義のみ）

★リユース小型家具の無料頒布
申込：午前10時～午後2時30分抽選：午後3時

★骨密度測定
受付：午前10時～午後3時30分

★おもちゃ・傘の修理
受付：午前10時～午後3時

★展示（団体活動紹介、リサイクル手芸作品展示）

★リサイクル手芸講習会（ミニかご作り、カードケース作りなど）
★防災用品紹介、アルファ米試食

★喫茶。販売コーナー
コーヒー、カップケーキ、川場村物産など

★キッズコーナー、ステージ

★スタンプラリー（景品あり）

※衣類の交換会は11月17日（月）に開催します。（6頁参照）

、

、
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主催：世田谷区消費者団体連絡会問い合わせ先：消費生活課03410-6523

④消費生活ｾﾝﾀー だより20149月号

｜
L」



」

－ －

-写Lp-．一一一一一一 ・ロ『■■■■■■■■ー

子どもが、安心してインタ
利用するためにできること

インターネットは、世界中の様々な情報を調べたり学校教

育でも利用されるなど、今や欠かせない存在である反面、思

いもよらないトラブルに巻き込まれることがあります。

砲 インターネット利用による主なトラブル

･無料と思っていたオンラインゲームを利用したら、高額な請求がきた。

ーｰ

･冗談のつもりで友だちの悪□をSNSに書き込みしたら、クラスのみんなに広まってしまった。

･面識のない人と無料通話アプリでメッセージのやり取りをして親しくなったら、個人'情報や写

真を送るよう、執勤に要求されるようになった。

L
など』

子どもがトラブルにあわないために、保護者ができるポイントが3つあります。

|①｢ﾌｨﾙﾀﾘﾝグ｣と｢ｳｲﾙｽ対策jでｾｷﾕﾘﾃｲ対策を行いましょう。
架空請求などを目的とするサイトや、犯罪やトラブルを誘発する危険なサイトにアクセスし

ないように「フィルタリング」を利用しましょう。パスワードは保護者が確実に管理するよう

にします。

また、ウイルスなどの不正なプログラムのブロックには「ウイルス対策」を行いましょう。

②子どもの成長に合わせてインターネットを利用させましょう。

子どもと一緒にインターネットを使いながら、適切に利用するための知識や技術・情報モラ

ル・コミュニケーション能力を身につけさせましょう。

子どもの成長に応じて、持たせる機器やフィルタリングの設定などを見直して、インター

ネットの利用範囲やサービスを広げていきましょう。

|③家庭のﾙー ﾙを親子で一緒に作りましょう。
なぜルールが必要かを子どもが理解することが大切です。家庭の利用状況に合わせて、子ど

もが守りやすい具体的なルールを一緒に考えましょう。

・オンラインゲームなどでお金がかかる場合は、事前に保護者に相談する。クレジットカード

の情報は保護者が管理する。

・インターネットの利用履歴や、子どもが使おうとしているサービスを、子どもと一緒に確認

する。

･利用する時間帯や撒嘉濠挙る。
．個人情報や他人を誹誇中傷する書き込みはしない。

．知らない人とメールのやり取りはしない。など

※インターネットは様々な人が利用する「公共の場所」です。実生活でやってはいけないことは、インターネット上でもや

ってはいけません。一度公開した情報はインターネットに残り、広がる可能I性があります。

消費生活センターだより2014．9月号 ⑤



’

消費者カレッジ消費生活講座（9～12月実施分）ご案内
｢二

L一

1

1

■ 受講料：無料※ 会 場 は 下 記 地 図 参照

■対象：区内在住・在勤・在学の方（皿は、小学l～3年生と保護者）
■募集人数：皿は12組（24名)。図圃凹圃は48名。回は36名。（各回とも、申し込み者が多数の場合は抽選です｡）
■保育祭：各回抽選8名。（申し込み時に予約が必要です｡）

皿の保育時間は10時から正午（調理実習）までです。以降の試食から片付け終了までは一緒に誰座に参加してい
ただきます。

(※保育は､生後5か月以上で首がすわっている子から小学校就学前までが対象です。 〕
■申し込み方法：●往復はがき

①講座名②住所③参加者（皿は親子とも）の氏名・ふりがな④年齢⑤平日昼間に連絡がとれる電話番号
⑥保育希望の有無(有の場合はお子さんの氏名･ふりがな、年齢)⑦返信用はがきに住所、氏名を明記し、期限(必
着）までに郵送。

I 1
⑬申し込みに関しての注意事項や

※1講座あたり一人（皿は親子一組）1枚の往復はがきでお申し込みください。
※事前に皿の講座の使用食材を確認したい場合は、消費生活課までお問い合わせください。

●電子申請

（携帯電話‘

■お申し込み先：〒154-0004

■問い合わせ先：消費生活課

◎消識者カレッジのご案内は、I

区のホームページ『インターネットから申し込む』‐『電子申請』から申し込むことができます｡
スマートフオンからはお申し込みできません｡）

･世田谷区太子堂2-16-7消撒生活課「消費者カレッジ」あて

盆3410－6523

『区のおしらせ.！ にも掲赦しています。
‐ーーー’■■q■■q■■q■■一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■0－－－－－－－1■■q■■！■■’■■’■■一一一一■■■一一一一一一一一一一一一一一一一臣一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■－－－．■■－－－

｜世田谷区消費者団体連絡会からのお知らせ衣類の交換会

消費生活相談相談専用電話a3410-6522
高齢者(65歳以上)消費者被害相談専用電話c5486-6501
世田谷区ホームページアドレスhttp://www.city.setagaya.lg・jp/
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三軒茶臆駅
世田谷糠
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相談されるときは~、〆

相談日時

月曜～金曜（電話・来所）
午前9時～午後4時30分

土曜（電話のみ）
午前9時～午後3時30分

※祝日・12月29日～1月3日を除く
※混雑状況により、つながりにくい場合
があります。

今で
「
Ｊ

Ｆ
Ｌ

相談は原則として、区内在住・在勤・在学の当事者

ご本人からお願いします。

つぎの準備をしていただくと、相談がスムーズにす

すみます。

①あらかじめ相談内容を簡潔にまとめておく。
②契約書など相談に関する資料を用意しておく。

′昌灘:(北口A）

玉川通り(国道246号）

世田谷線「三粁茶屋駅」徒歩3分

田園都市線「三軒茶屋駅」北口A徒歩1分

バスすべて「三軒茶屋」バス停9下車

『消費生活センターだより』は、区役所、 総合支所、出張所、まちづくりセンター、図書館、区民センター、地Iﾇ会館等で配布しています。
消費生活センターの各事業は、区のホームページからご覧いただけます。

⑥消費生活ｾﾝﾀー だより20149月号
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2

3

4

5

6

講座名講師

和食でおもてなし

～和食料理の基本を知ろう（小学1～

3年生向け）
世田谷保健所管理栄養士

世田谷区在宅栄養士会

遺言と任意後見制度について

荒木俊夫（世田谷公証役場公証人）

今から考える葬儀とお墓

横山美智子

(消費生活コンサルタント）

収納上手のきほん
～お片づけの”コツ',でお悩み解消！

芳賀裕子（整理収納アドバイザー）

重曹でお手軽大掃除

佐光紀子

(翻訳家・ナチュラルライフ研究家）

お年玉からはじめるお金のしつけ

たけやきみこ

(ファイナンシャルプランナー）

内容

ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」に
挑戦！初めてでもできる簡単な調理実習（白

飯、豚肉の塩麹焼き、お吸い物など）から、食

材の選び方や栄養バランスなどを学び、親子で

わが家の味を作りましょう。

財産に関する自分の意志を伝える遺言と、老後

を安心して過ごすための任意後見制度について

の基礎知識を学びます。

葬儀やお墓の種類・料金や、契約するときのポ

イント等、もしもの時に困らないための基礎知
識を学びます。

年末何かと忙しくなる前に、収納の"技"と"コ
ツ”を取り入れて、家の中を手軽にスッキリさ
せる片付け方を学びます。

手軽にできる重曹・クエン酸・せっけん等、天

然素材を使った掃除のコツを学びます。

楽しみなお年玉、子どもはどう使っています

か？子どもが、お金に困らない、夢を実現でき

る大人になるために｢お金のしつけ」を学びます。

日時会場

9月27日（土）
午前10時～午後2時

消費生活センター

10月3日（金）

午前10時～正午
消費生活センター

10月14日（火）
午後2時～午後4時

消費生活センター

11月7日（金）
午前10時～正午

消費生活センター

12月2日（火）

午前10時～正午

消費生活センター

12月19日（金）

午前10時～正午
消費生活ｾンター

申し込み期間

9月1日（月）から

9月16日（火）まで

9月1日（月）から

9月16日（火）まで

9月15日（月）から

9月30日（火）まで

10月1日（水）から
、

10月15日（水）まで

11月1日（土）から
11月17日（月）まで

11月15日（土）から

12月1日（月）まで

第27回平成26年9月22日（月）

第28回平成26年11月17日（月）

時間：午後1時～3時会場：消費生活センター教室

問い合わせ先消費者団体連絡会塚元電話090-6315-7432


