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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20143月特集号 ⑧

世田谷区消費生活センター

相談窓□のご案内

相談専用電話盆3410－6522

高齢者(65歳以上)消費者被害

相談専用電話盆5486-6501

世田谷区ホームページアドレスhttp://www.city,setagaya.I9.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



消費生活センターは、

＜らしの中の削副八
講座は､原則

無料です！お手伝いします！

｢瀞
法律・経済から身近なくらしの情報までさまざまな講座を実施しています。

消費音カレッジ

区民が安全で快適な消費生活を営むために必要な知識や情報について、学習する機会と場を提供しています。

〆 出前講座

区民講師（ボランティア）が、地域の町会自治会や学校、自主グループの学習会などに出向いて、食･環境・

消費者問題などのくらしに役立つ情報をわかりやすくお届けする講座です。
契約の基礎や消費者トラブルにあわないための方法や、健康でいきいきくらすための食生活、自宅でできる省

エネなど、さまざまな講座をご用意しています。（土・日・祝日もご相談に応じますo)

★{藩りなケータイ（インターネット)、安全に使って！★家庭でできる省エネ

★ちょっと待って、その話。悪質商法にご用心！★ふろしきを使って、エコなくらし

’’

★「まごわやさしい」のキーワードで日本型食生活を！

★「食事バランスガイド」で食生活の基本を見直そうなど

※内容により材料費を負担していただく場合があります。
ノ

消費生活講座
身近で最新の話題をテーマに、くらしに役立つ情報を提供する講座です。

惰料老人ホームの選び方」厘曹でお手軽大掃除」吟から考える葬儀とお葛

｢夏休み親子教室」など、関心の高い講座を実施しています。

〆
ステッブアッブ講座
消費者問題を基礎から体

系的に学ぶ連続講座です。

前期課程はくらしに活かせ

る知識を習得し、後期課程

は学んだ知識を人に伝える

技術が習得できます。（詳し
くは､3頁をご覧ください。）｢重曹でお手軽大掃除」の様子 ｢今から考える葬儀とお墓」の様子

ノ
』

… 消費生活に関する豊富な情報を提供しています。
繊蹄趣ﾝｸーだhkり⑭
顧箭食恥“”加飢練蝉uT

■H…呼禰40蝿’
圃酌溌日嬬罷乳悪9,．
■露盤k蕊g謡醗認酔創ごn町

情報誌・啓発紙の発行

『消費生活センターだより』（年4回）

『めざせ！おこづかいの達人J(小学生向け）

『STEPUP!かしこい消費者へ！』（中学生向け）

「明日はあなたが被害者・・・！』（若者向け）

啓発グッズの作成。配布

『区民を守る安全・安心ステッカー」など

ホームページでの'情報提供

世田谷区のホームページ(URLhttD://www.citv.S((URLhttp://wⅥﾊ".city.setagaya.lg.jp/)

|手続き→消費生活|･その他生活一般|へ→|くらしのガイド→暮らし'．

図書・DVD・簡易テスト器具の貸し出し

消費生活に関する図書やDVD、実験ができる糖度計や塩分計などを貸し出

※図書・DVDの貸し出し数は1人3点まで、貸し出し期間は2週間です。

｜’

’
②消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号

お問い合わせはa3410-6523^*いずれも区内在住・在勤・在学の方が対象です。



|◆平成2G年度消費者ｶﾚﾂヅｽﾃﾂブｱﾂプ講座のご案内◆’
私たちが地域で安全・安心な消費生活を送るためには、契約・食・環境など消費生活に関する知識を身

につけて､一人ひとりが「消費劃としての力を高め､さらに地域全体に広げていくことがとても大切です。

「消費者カレッジステップアップ講座」を受講して、消費生活に関する知識を学び、地域で活かして

みませんか？

●前期課程は、各分野の専門の講師陣により、消費

生活に関する基礎知識を講義形式で体系的に学びま

す。（5月から7月にかけて10回行う予定です｡）

●後期課程は、前期課程修了者のうち希望される方

がグループワーク形式で学びます。消費生活に関す

る学習をさらに深めながら、学んだ知識を効果的に

｢人に伝える」技術を身につけていただく講座です。

(9月から来年1月にかけて12回行う予定です｡）

●受講料は無料です。

●｢保育」もあります。（要予約。生後5ヶ月以上の

未就学児が対象）

,平成25年度受講者の声

身近な話だったので勉強になった。

毎日の生活を見直していきたい。

消費者が何に気をつけなくては

いけないのか勉強することは、

とても大切だと感じました！

どもや両親にも教えてあげた

す。

前期課程おもな内容（予定）

消費者問題概論・契約の基礎知識・情報化社会と消費生活・製品事故について
食生活を考える．＜らしの中の環境問題・食品ロス・地域に広げる消費者教育など

☆講師・日程等の詳細な内容は今後の「区のおしらせ｣、区のホームページ等に掲載する予定です。

|◆消費者あんしん講座をご利用ください◆』 費用は無料で

高齢者の消費者被害を未然に防ぐことを目的とした講座です。

地域での学習会や食事会などのいつもの会合に、消費者あんしんサポーター（区民ボランティア）がお

伺いして、悪質商法の手口や対処方法、クーリング・オフなどを15～30分程度でわかりやすくお伝

えします。

「悪質な訪問販売」「送りつけ商法」「振り込め詐欺」など、まだまだ多く発生しています。

また、通信販売のトラブルも増えています。私は大丈夫！と思わずに、試しに聞いてみませんか。

どうぞ、お気軽にご利用ください。

▲注意1振り込め詐欺を含む特殊詐欺が増加中11 !▲ 平成25年1月～12月末

世田谷区内被害件数161件

被害金額約7億9940万円

［世田谷警察署集計による］

振り込め詐欺の手口｜
息子や孫の名前をかたり、

○会社のお金を使い込んだ○電車などの中に鞄を忘れたなどと言い、最終的に現金を要求します。

最近は、複数の犯人が登場する劇場型が増えていて、上司・駅員・落し物係・弁護士・警察官などが、

入れ替わり立ち替わり電話をかけてきて、考える時間を与えません。

おかしいと思ったら、110番か書曾詳言へ連絡を！

世田谷警察署3418-0110北沢書察署3324-0110

玉川警察署3705-0110成城書察署3482-0110

消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号③
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● こんな 卜をつけよう

閃健康食品の送りつけ 脂
高齢者をターケットに、「2か月前に注文を

受けたサプリメントが用意できた」などと

突然電話が入り、注文していないと断ると「電

話注文の記録がある」「キャンセルできない」

などと脅かされます。

＊注文した覚えがなければ、電話□できっぱり

と断りましょう。

＊もし商品が届けられたら、送り元の名称、住

所、電話番号をメモして、代金を払わず受取

拒否をしましょう。

’
パンフレットを送り、別会社から電話で「あな

ただけ特別にその会社の社債や株を購入でき

る権利がある」「値上がり確実なので一旦あな

た名義で購入してくれたら高く買い取る」な

どと出資を持ちかけます。

お金を払ったとたん、買取業者と連絡が取れな

くなってしまう事例が数多く報告されています。

＊訪問や電話勧誘での投資話に乗らないように

しましょう

＊一度被害にあった人に｢被害を取り戻す」など

と言ってお金をだまし取る手□にも注意しま

しょう。
」L

」門 I、 -●相談の多い商品●‐

社債・株・ダイヤモンド

出会い系サイト

’
、インターネットの出会い系サイト内で、「お

金をあげる」「悩みの相談に乗って欲しい」

といったメールが届きます。

また、SNSで知り合った人や副業紹介サイトか

ら出会い系サイトに誘導されることがあります。

相手とのメールのやり取りには、有料ポイントが

必要で、待ち合わせや金銭譲渡の手続きを教えても

らうために、途中でやめられず、何度もメールのや

り取りをくり返してしまいます。

クレジットカードやコンビニ決済、銀行振り込み

でポイントを購入し、気がつくと何十万円分もの金

額を支払ってしまいます。

＊このようなやり取りの内容は架空であり、詐

欺的な「サクラサイト」と言われています。

有料ポイントを購入するのはやめましょう。

若者だけではなく、高齢者を含めた幅広い

層で被害が広がっています。

■I■■q

f砦

友人やSNSで知り合った人から誘われ、「絶

対にもうかる仕組みがある」と持ちかけられま

す。高額な商品の購入や登録料を払うために消費

者金融などからの借金を勧められます。

しかし、勧誘時の説明のように簡単に利益を得

られず、借金だけが残ります。

人を誘うことで報酬を得ようとしてもうまくい

かず、人間関係を損ないかねません。

＊「もうかる」と勧められても安易に契約しては

いけません。借金をしてまで契約することは絶

対にやめましょう。

大学生からの相談が増えています。

一●相談の多い商品●－

トビジネスDVD・投資用DVD

競馬予想ソフ1,．健康食品 ’
、

不ツ

、 ノ

，トラブルにあわないために・・・
○契約意思のないときはキッパリと断る。

特定商取引法により、契約しない旨を伝えた消費者に対する電話や訪問での再勧誘は禁止されています。

○インターネットの中での顔の見えない相手には不用意に近づかない､信用しない､契約しない。

○「必ずもうかる」「あなただけ特別」「お金をあげたい」などという話には耳を貸さない。

○不安や疑問がある場合はすぐに消費生活センターに相談する。

’

④消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号



⑭
＜らしの中には、 さまざまな手口で勧誘する悪質商法等の r可

L』

Tl

消費者トラブルが絶えません｡・

典型的な悪質商法や相談の多い契約 トラブル等を紹介します。 ×

不当架空請求

パソコンや携帯電話などで、無料だと思ってア

ダルトサイトにアクセスすると「会員登録され

ました。3日以内に9万9千円を支払うよう

に」などと表示され、その表示が画面に貼り付い

て消えなくなる場合があります。

また、全く身に覚えのないサイトの利用料を
請求するメールが来ることがあります。

あわてて相手に連絡すると、電話番号や氏名等

の個人情報を相手に伝えてしまい、何度も料金を

請求されることがあります。

＊このような場合には相手に連絡したり支払いを

してはいけません。

>HPA(独立行政法人情報処理推進機構）の
ホームページから「情報セキュリティ」の

ページを開くと事例と対処方法（画面の復

｜日方法）洲召介されています。
＊スマートフオンの場合は、不正アプリをダウン

ロードしないように十分注意しましょう。

*子どものインターネット利用にも注意が必要です。
に

点検商法 ト
「無料で点検する」「検査に来た」などと突

然業者が来訪し、点検後「健康に悪い」「この

ままでは危険」などと言って不安をあおり、必

要のない工事などの契約を迫ります。

公的機関などの職員を装う場合もあります。

＊せかされてもすぐに契約せず、本当に必要な

工事か考えましょう。

－●相 談の多い商品●一

床下工事・屋根工事・ベランダエ事・浄水器・

排水管清掃・消火器・換気扇洗浄

世田谷区消費生活センター

談l諏

門インターネット通販で商品を購入し、先に代金

を振り込んだが「商品が届かない」「海外から

発送されたニセモノだった」などのトラブルが

多く寄せられています。

＊連絡手段がメールしかないサイトは危険です。

事業者の名称・住所・電話番号・責任者氏名が

記載されていないサイトと取引きしないようにし

ましょう。

＊日本語の表現が不自然なサイトは注意が必要

です。

＊代金の前払いは、リスクがつきものです。銀行

振込は、いったん振り込むとお金を取り戻すこ

とは極めて困難です。

＊消費者庁越境消費者センターのホームページ

では、模倣品の販売が確認されたサイトに関す

る情報を公表し、注意を呼びかけています。
ノL

バｷﾔﾂﾁｾｰﾙｽ ;-、
「モデルにならない？」「無料のネイルをし

ませんか？」などと街で声をかけてきます。

事務所や店舗などに連れて行き、宣伝のための

写真撮影料やレッスン代など、高額な商品やサー

ビスの契約を言葉巧みに勧めます。

契約するために、高額なクレジットを組まされ

ることもあります。

＊街で声をかけられても、連絡先を教えたり、つ

いて行くのはやめましょう。

L

－●相談の多い商品・サービス●－

モデル・タレント養成スクール・エステ・

美顔器・ネイルアート・化粧品 」

消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号⑤



あきらめないで！

まだ解約できます！
'●ｸー ﾘﾝク･オフ制度●

クーリング･オフとは､特定の取引について､契約後一定期間内であれば無条件解除できる制度です。

なお、通信販売や自分から店に出向いて購入する場合は、原則として適用されません。

◆クーリング・オフ期間は、原則として、法定の契

約書面を受け取った日から数えます。

◆左記以外にも、クーリング・オフが適用される取

引があります。

◆期間を過ぎても販売方法に一定の問題がある場合

は「消費者契約法」などにより契約を取消できる

こともあります。

＊通信販売は、不良品でない場合、返品や交換は原則

として通信販売業者が表示した条件に基づくことと

なります。ただし、返品についての表示がない場合

には､商品到着後8日以内であれば返品が可能です。

（送料は購入者負担）

●おもなクーリング･オフ規定（特定商取引法関係）

●クーリング・オフの方法●

①契約を解除する旨を書面で通知します。

②必ず書面の表裏をコピーし、自分の控えとします。

③郵便を出した証拠を残すため、郵便局の窓□で「簡易書留」
の方法で出します。

※郵便局に出した日がクーリング・オフの期間内であれば有
効です。

④信販(クレジット)契約をしている場合は､信販（クレジット）
会社にも同時に通知します。

|，

契約解除通知

契約年月日平成○年○月○日

商品名

契約金額（支払額）円
販売会社

担当者

信販会社（信販契約のある時）

上記の契約は解除します。
．すでに支払った代金は返金されます。

･違約金や損害賠償は請求されません。

･商品返却費用は販売会社負担です。

･工事などサービスの提供が開始あるいは完了されていても
クーリング・オフできます。

平成○年○月○日

住所

氏名

平成○年○月○日

住所

氏名

｜

’
一

●くらしの相談窓口●

★年末年始は各窓□にお問い合わせください

⑥消費生活ｾﾝﾀーだより20143月特集号

※祝日を除く

取引内容

訪問販売（キャッチセールス・点検商法など）

電話勧誘販売

特定継続的役務提供

(工ステ・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）

連鎖販売取引（マルチ商法など）

業務提供誘引販売取引

(内職商法・モニター商法など）

訪問購入取引（押し買い）

期間

8日間

8日間

8日間

20日間

20日間

8日間

クーリング・オフの書き方例）

相談内容

日曜日に開設している消費生活

相談

金融に関する相談

賃貸住宅トラブルに関する相談

相談・問い合わせ機関

(公社)日本消費生活ｱドパｲザー ,ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会

｢NAGSウイークエンド．テレホン」

(公社)全国消費生活相談員協会｢週末電話相訓

(独）国民生活センター｢消費者ホットライン」

NPO法人証券･金融商品あっせん相談センター

(FINMAC)

金融庁除融サービス利用者相談室」

東京都都市整備局｢賃貸ホットライン」

電話番号

5729-3711

5614-0189

0570-064-370

0120-64-5005

0570-016811

IP電話・PHS

5251－6811

5320-4958

受付日時

日11:00～16:00

日10:00～12:0013:00～16:00

日・祝日10:00～16:00

月～金※9:00～17:00

月～金※10:00～17:00

月~鍬9:00～11:0013:00～16:00



返済しきれない借金（多重債務）で悩んでいる方へ債済 借れ で

－ひとりで悩まず、まずはご相談を一相悩

p区の相談窓口
専門家の支援を受ける前の第一歩として、多重債務解決の道筋をつけるための相談を行っています。

消費生活相談

各総合支所

区民相談

(住
納付相談
民税の滞納等）

消費生活センター 3410-6522

世田谷 5432-2016

北沢 5478-8001

玉川 3702-4864

砧 3482－3139

烏山 3326-6304

納 税 課 5432-2208

世田谷 5432－2846

各総合支所
北沢 3323-1033

生活相談 玉川 3702-1734

(生活保護等） 砧 3482-1390

,烏山 3326－6112

納付相談
(国保料の滞納等）

保険料･収納課 5432-2343

※多重債務などに悩み、こころの不調を感じる方やお酒やギャンブルなどがやめられずお困りの方を対象に、

「こころの健康相談」と「依存症相談」を各総合支所健康づくり課にて行っています。

pクレジット・サラ金無料相談先…区の相談窓口で案内する専門相談機関
債務整理は、弁護士等の専門家と契約し、支援を受けながら進めるのが基本です。
弁護士等が受任した旨を金融業者に通知すると、取立ては止まります。

弁護士会法律相談センター

クレジット･サラ金専門無料相談

(予約制､弁護士と面談30分）
新宿総合法律相談センター5312-5850

錦糸町法律相談センター5625-7336

蒲田法律相談センター5714-001 8

クレサラ電話無料相談

(弁護士が10分程度の簡単な相談に応じます）
0570-071-316

日本司法支援センター〔法テラス〕

サポートダイヤル(オペレーターが応対)0570-078374

PHS-IP電話からは6745-5600

東京司法書士会総合相談センター

面談によるクレジット･サラ金無料法律相談

(予約制)3353-9205

公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会

東京センター 3226-0121

(ｶｳﾝｾﾗー と弁護士がｶｳﾝｾﾘﾝグを実施）

一

p東京都多重債務者生活再生事業 pヤミ金に関する相談
多重債務で生活困難な方のうち、返済が可能とヤミ金融は犯罪です。下記の警視庁の窓口へご相談

判断される場合、必要に応じて貸付を行います。ください。

東京都生活再生相談窓口(予約制､相談は無料） ヤミ金融に関する被害相談先

一般社団法人生活サポート基金内5227-7266 蕃視庁総合相談センター3501-0 1 1 0

相談内容

住宅ﾘﾌｫー ﾑ･建築工事に関する
相談

電気圏言サービスに関する相談

通信販売のﾄﾗブﾙに関する相談

食に関する相談

ｲﾝﾀー ﾈｯﾄ調(ｿｺﾝを利用した
j嘩に関する相談

生活安全に関する相談

成年後見制度に関する相談

相談・問い合わせ機関

(公財)住宅リフォーム･紛争処理支援ｾンター
唯まいるダイヤル」

総務省電気通{言 §費者相談センター

(公社)日本通信販売協会｢通販11OSI

農林水産省6肖費者の部園

内閣府食品安全委員会険の安全ダイヤル」

警視庁サイバー犯罪対策課

警視庁総合相談センター

世田谷反
成年

★年末年始は各窓□にお問い合わせください

電話番号

0570.016-100

IP電話･PHS
3556－5147

5253-5900

5651‐1122

3591－6529

6234－1177

3431-8109

#9110
3501-0110

5429－2211

受付日時

月～金※10：00～17：00

月～金※9:30～12:0013:00～17:00

月～金※10:00～12:0013:00～16:00

月～金※10：00～17：00

月～金※10：00～17：00

月～金※8：30～17：15

月～金※8：30～17：15

月～金※8：30～17：00

※祝日を除く

消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号③

’



消費者カレッジ消費生活講座（4～6月実施分）ご案内

※会場は下記地図参照
■受講料

■対象

■募 集人数

■保 育※

無料

区内在住･在勤･在学の方

各48人(申し込み多数の場合抽選）
あり(申し込み時に予約が必要です｡抽選で8人まで）

〕(※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 ◎往復はがきに

①講座名②住所③参加者氏名(ふりがな）④年齢⑤電話番号(平日昼間の連絡先）
⑥保育の有無(有の場合はお子さんの氏名(ふりがな)､年齢）⑦返信用にも住所､氏名を明

記し､期限(必着)までに郵送。

〕(÷申し込みに関しての注意事項÷※l講座あたり一人一枚の往復はがきでお申し込みください。
◎電子申請: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。

■申し込み先：〒1540004世田谷区太子堂2-16-7消費生活課｢消費者ｶﾚｯヅ｣あて

■問い合わせ先：消費生活課|公s41O-B52Bl
◎消費者ｶﾚｯヅのご案内は､『区のおしらせ』にも掲載しています。

１
１
１

’

消費生活相談相談専用電話B3410-652E
高齢者(65歳以上)消費者被害相談専用電話B5486-6501
世田谷区ホームページアドレスhttp://www.city.setagaya.lg.jp/

太子蛭出諦■＝■＝

､）
世田谷線
三軒茶屋駅
世田谷線
三軒茶屋駅

瀞 _凸 F、相談されるときI
相談日時

【:］

哩騨職北口A）

玉川通り(国道246号）

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

<o

※祝日・12月29日～1月8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。

世田谷線「三軒茶屋駅」徒歩2分

田園都市線「三軒茶屋駅」北口A徒歩1分

バスすべて「三粁茶屋」バス停Q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、地区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。

⑨消費生活ｾﾝﾀー だより20143月特集号

1

2

講座名／講師

有料老人ホームの選び方
中 村寿美子

(有料老人ホーム・介護'情報館館長／

介護コンサルタント）

10年後を笑顔で暮らすライフプラン

~私の人生いくら必要？
畠中雅子

(ファイナンシャル・プランナー）

内容

老人ホームってどんなところ？選ぶときのポイ

ントは？どういうトラブルがあるの？いざ老人

ホームを探すときにあわてないために､有料老

人ホームを選ぶ際の注意点を学びます。

子どもの教育資金､親の介護資金、そして私

の生活資金｡元気に暮らすにはこれからいく

ら必要になるでしょうか。10年後、20年後

を笑顔で元気に暮らすために、これからの生

活設計や資金計画を考えてみませんか。

日時／会場

5月20日(火）
午後2時～午後4時

消費生活センター

6月3日(火）

午前10時～正午

消費生活センター

申し込み期間

4月15日(火)から

4月30日鰍)まで

5月1日(木)から

5月15日(木)まで

世田谷区消費者団体連絡会からのお知らせ
shoudan－ren

③世田谷区消費者団倣連絡会に参加しませんか③
世田谷区消費者団体連絡会は､世田谷区内で活動する消費者団体の情報交換を目的とした連絡会です｡地域の団体同士で､交流の輪を広げてみませんか？

活動内容
●連絡会（原則として毎月第1水曜日、消費生活センター教室）●世田谷くらしフェスタ（三茶しゃれなあど等）

●衣類の交換会（原則として奇数月第4月曜日、消費生活センター教室）●せたがや未来博（世田谷区民会館等）など地域のイベント参加

消費者問題、環境、リサイクル、食などさまざまな分野で活動する団体が参加しています。

新たな団体の参加や、今ある団体への参加も歓迎です！
世田谷区消費生活センターに消費者団体登録をしている団体が参加できます。

消費者団体登録には要件がありますので、詳しくは世田谷区消費生活課(03410-6523)へお問い合わせください。

衣類の交換会
第24回

第25回I

3月24日（月）

:5月26日（月）

時間:午後1時～午後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


