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この事例集は､令和３（2021）年度において、立川市消費生活セ
ンターに寄せられた相談の中から代表的な事例をまとめたもので
す。
私たちは毎日、消費者としてさまざまな商品やサービスを購入

して生活しています。
技術の向上やインターネットの普及で、便利な商品やサービス

を簡単に手に入れられる環境になりましたが、その一方で消費者を
めぐるトラブルは複雑、多様化しています。
立川市消費生活センターでは、専門の消費生活相談員が、皆さん

の相談を受けて中立・公平な立場で、その問題解決や被害防止のた
めのアドバイスを無料で行っています。

困ったとき、おかしいと感じたときは
「ひとりで悩まず、まず相談」をしてください。

今後皆さんが､より豊かで安全な消費生活を送るために、この事
例集が少しでもお役に立てれば幸いです。

� 立川市消費生活センター　

はじめに



ひとりで悩まず、まず相談してください

●事業者が営業のために結んだ契約　●個人間取引
●雇用トラブル　●家庭内・近隣トラブルなど
※判断に迷う場合はお問い合わせください。

訪問販売、電話勧誘販売、通信販売（インターネット通販を含む）、
架空請求、マルチ商法など、消費者が事業者と結んだ契約上のトラブル

相談できない内容

こんな相談を受けています

火災保険を使って無料で修繕工事ができます！

あなたの「アクセサリー」「着物」を
高く買い取ります！

未納料金があります

連絡がなければ

ただちに訴訟に

入ります！

無料で
プレゼント
します！

まねするだけで簡単に儲かります！

確実に
値上がりします！

すぐに元は

取れます！

「お試し500円」を注文したら、
定期購入が条件だった

あなたの周りで聞いたことありませんか？
〜少しでも「おかしいな」「本当かな」と思ったら、その場で契約せずに相談してください〜



●�消費生活相談員が問題点を整理し、問題解決のためのアドバイスを行い
ます。必要に応じて相談者と事業者の間に入り、交渉のお手伝い（あっせ
ん）をします。
●�相談する時は、下の項目について事前にメモしておくと便利です。実際
に書いてみることで問題を整理することができます。

●立川市在住、在勤、在学の方が対象です。

相談対象

問題解決に向けて

相談メモ
・契約をしたのはいつですか？
（例 5 月 10 日ごろ　　　　　）
・何を契約しましたか？
（例 浄水器　　　　　　　　）
・いくらですか？
（例 30 万円ぐらい　　　　　）
・どこから買いましたか？
（例 ○×健康株式会社　　　）
・契約のきっかけは？
（例 業者が訪ねてきた　　　）
・どうしたい？
（例 返品して払ったお金を返して欲しい）

可能な範囲で
用意してください

・�広告、チラシ、パンフレット
など
・�契約書、請求書、領収書など

●原則、本人（契約者）が相談してください。
　※電話または来所（要予約）してご相談ください。
　※メールでの相談はしていません。

相談方法



被害を防ぐ「気づき」「聞き取り」のポイント

本 人

相談したい

本人の
身近な方

本人や家での
様子の変化

本人に事実を確認

相談を勧める

相談を望む相談を望まない

身近な方から相談



①本人の様子について
　・定期的にお金を支払っている形跡はないか。
　・生活費が不足したり、お金に困っている様子はないか。
　・�何かを買ったことを覚えていないなど、判断能力に不安を感じる
ことはないか。

　・いつになく陽気だったり、うきうきした様子はないか。
②家での様子について
　・見慣れない人の出入りや、不審な電話のやりとりはないか。
　・見慣れない段ボールや新しい商品がないか。
　・見積書、契約書、名刺など不審な書類等がないか。
　・カレンダーに見慣れない事業者名などの書き込みはないか。

受付時間：月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時〜午後4時
相談対象：立川市在住、在勤、在学の方
相談方法：電話または来所（要予約）

①�よくある被害の手口などを情報提供し、似たような誘いがなかった
か聞く。
②被害に遭ったことをとがめない。
　・「こんなものを買って…」「こんな契約をして…」と責めない。
　・�何が良いと言われて買った（契約した）のかを聞き取ると、事業者
と交渉する際に役に立ちます（3頁「相談メモ」参照）。

気づきのポイント

聞き取りのポイント

立川市消費生活センター

☎︎ 042ー528ー6810

※原則、本人（契約者）が相談してください



　私は、ケアマネージャーです。昨日、利用者宅を訪ねると見慣れない
ウォーターサーバーがあり、本人は「美味しい水を届けてくれた。」と喜
んでいました。しかし、契約書にはウォーターボトル代が毎月4千円か
かると書いてあり、本人に伝えると「そんなお金はない。」と困っていま
す。やめられませんか。
� （相談者40代ケアマネージャー、本人90代女性）

　近所の高齢者が元気のない様子だったため、声をかけると「先週、電話
で体に良いと勧められ、高額な羽毛布団を買ってしまった。これから支払
いが大変だ。」と打ち明けられました。既に、布団を使っているようですが、
返品できませんか。� （相談者70代、本人80代男性）

身近な方に「気になる様子」が見られたら
～周囲の気づきが被害の回復・拡大防止につながることも～1
事例❶事例❶

事例❷事例❷

アド
バイス 　事例のように、高齢者の中には被害に遭っていること

に気づいていない場合や、被害について相談することを
ためらわれる場合があります。見守りをする家族や近隣
住民、福祉関係者らの「気づき」によって相談につなが

り、被害の回復や拡大を防ぐ可能性が高まります。
　被害を防ぐ「気づき」のポイントは4,5頁を、相談を受ける場合は3頁
の「相談メモ」を参考にするとよいでしょう。思い出せなくてもあきら
めずにご相談ください。



　両事例とも、本人は「契約をやめたい」と希望しました。関係書類の確
認や本人の話から、事例①は訪問販売、事例②は電話勧誘販売による契
約と分かり、どちらも、特定商取引法（注）が適用されます。クーリング・
オフ（24,25頁参照）期間内だったため、各々本人からはがきを発信して、
費用がかかることなく契約解除ができました。また、当センターから、
事業者へ商品の引き取りを依頼し、後日、事業者の受け取りを確認して
終了しました。

　判断能力に不安のある方への権利擁護、成年後見制度については、下記までお問

い合わせください。

【日常生活自立支援事業】

　判断能力が不十分な方々が、福祉サービスの利用援助や、日常的な金銭管理・書

類等の預かりサービスを受ける事業。

【成年後見制度】

　判断能力が不十分なため、契約の締結などの法律行為をする際、その意思決定に

不安がある方々について、その不十分な判断能力を補い、本人が損害を受けないよ

うにし、本人の権利が守られるようにする制度。

問い合わせ先：立川市社会福祉協議会・地域あんしんセンターたちかわ

　　　　　☎　042-529-8319

（注）　特定商取引法…訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律。



身に覚えのない商品が届いたら
～その商品、申し込みましたか？～2

　昨日、自宅に私宛の小包が届きました。中身は化粧品のようですが、
身に覚えがありません。� （60代女性）

　1年前、知らない事業者から電話で海産物を勧められ購入したことが
あります。先程、同じ事業者と思われる相手から、何の連絡もなく私宛て
に海産物が届きました。配達員に「注文していない。」と伝えると持ち帰っ
てくれましたが、事業者へ連絡する必要はありますか。� （70代男性）

事例❶事例❶

事例❷事例❷

アド
バイス 　当センターには同様の相談が寄せられますが、実は、

ⓐ知人等からの贈答品だった
ⓑ本人が以前注文したものを忘れていた
Ⓒ１回限りと思っていたが定期コースだった

ことがよく見られます。ⓐであれば問題はありませんが、ⓑや©のよう
に一旦、売買契約が成立すると、受取拒否をしたとしても代金の支払い
を免れるわけではありません。



　事例①は、定期コースで注文していた2回目の商品と分かったため、
相談者が代金を払い次回以降を解約し終了しました。
　一方、事例②は消費者が売買契約を結んでいないにもかかわらず、事
業者が一方的に商品を送り代金を要求する、いわゆる「送り付け商法」
に当たります。これを規制する特定商取引法（注）の改正がありました。

　配達時、送り付け商法と疑われる場合は、宛名ラベルを写真に残し、
配達員に「覚えがない」旨を伝え、受け取りを拒否しましょう。
　万が一、受け取った場合、開封や処分をしても消費者に支払い義務が
生じることはありません。念のため、クレジットカード等が悪用されて
いないか利用明細を確認しましょう。
　なお、誤って支払ってしまった場合、事業者に対して返金を求めよう
としても、連絡が取れない、返金に応じられないなど、被害の回復が困
難であるのが現状です。

（注）　特定商取引法…訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律。

送り付け商法に関するポイント
●事業者から代金を請求されても支払う必要はない。
●商品を直ちに処分することができる。
　※ 海外から送付された商品についても適用されます。
　※ 事業者への連絡も必要ありません。

トラブルを未然に防ぐポイント
●注文確認メールを保存する。
●日頃から注文品や配達日等をメモに残し、家族と共有する。
●配達物について意識する。



不用品を買い取る事業者に注意！
～狙われているあなたの大切な貴金属～3

　実家の高齢の母から、「腕時計を売ってしまったのだけど、やっぱり返
してほしい。どうしたらいいか。」と相談されました。2週間前に事業者
から「不用品を買い取っています。自宅まで伺いますよ。」と電話が入り、
使っていない商品券があったので、母は「自宅に来てくれるなら楽だ」
と思ってお願いしたようです。翌日、事業者が来訪し、商品券を買い取っ
た後に、「このほかにも貴金属の類いがあれば査定をするので出してく
ださい。」と言ったため、母が貴金属類を見せると、大事にしていた腕時
計を2千円で買い取って帰ったとのことでした。母は断ることができま
せんでしたが、中古でも10数万円で取引されている海外ブランドの腕
時計を2千円と査定するのは安すぎます。契約から10日以上が経過し
ていますが、返品してほしいです。� （40代女性、本人80代女性）

事例事例

アド
バイス 　訪問購入とは、自宅など営業所以外の場所で、物品の

買い取りを行う取引で、特定商取引法（注）により、次の
ようなルールが定められています。



訪問購入に関するルール
【事業者】
　●勧誘に先立ち、氏名等を伝え、電話等で消費者に勧誘を受ける意思
　　があるかどうかを確認しなければなりません。
　●消費者に来訪を要請されても、依頼されていない物品について勧誘
　　することは禁止されています。
　●契約書面の交付義務があり、物品の種類や特徴、購入価格、事業者
　　の名称や住所、クーリング・オフ（24,25頁参照）に関する記載等が
　　必要です。

【消費者】
　●クーリング・オフの期間内であれば、物品の引き渡しを拒むことが
　　できます。

　その後、本人から詳しく話を聞くと、商品券を買い取るために家に来
てもよいとは言いましたが、腕時計を売るつもりはありませんでした。
また、契約書面の交付はあったものの、物品名の記載が曖昧で、書面不
備によるクーリング・オフが主張できると判断し、本人が事業者に対し
て、クーリング・オフの通知書を発送後、当センターがあっせんを行い
ました。話し合いを続けた結果、事業者は取引の問題点を認めて、腕時
計を返却し、本人は受け取った2千円を返しました。
　当センターには訪問購入事業者の強引な勧誘につい押し切られ、予定
外のものを売却してしまったという相談が寄せられています。訪問購入
事業者の来訪を受ける場合は、一人で対応せず、家族や知人に同席して
もらうようにしましょう。
　なお、常設の店舗で取引をするとクーリング・オフはできません。特
に、貴金属や高額な商品の売却は、複数の事業者の査定を受けるなど、
慎重に契約しましょう。

（注）　特定商取引法…訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律。



ガラケーは使えなくなる？
～機種変更・料金プラン選びは慎重に！～4

　携帯電話会社からガラケーが使えなくなると通知が届き、スマホに
変更しました。今までは月に2千5百円支払っており、手続きの際、「一
番安いプランが希望。」と伝え、「月2千円のプランがある。」と言われた
ので契約しました。しかし、初回月の請求は5千円、今月は2万円でし
た。契約時、月2千円と案内されたため、それ以上支払いたくありません。
また、2万円の内訳を携帯電話会社に求めましたが、「電話の切り忘れが
あったのではないか。」と相手にされませんでした。こんなことであれば、
ガラケーに戻すか、料金を下げてほしいです。� （80代男性）

事例事例

　3Ｇ回線と呼ばれる通信システムのサービス終了に伴
い、ガラケーからスマホに機種変更する高齢者の方が増
えていますが、操作方法や料金プランを理解せずに契約
し、トラブルになるケースが目立ちます。

　そのため、機種変更する時は、家族や知人等の同席のもと、適切な機
種・料金プランを選ぶようにしましょう。なお、4Ｇ回線の携帯電話を
利用している場合、現在のところ機種変更する必要はありません。

アド
バイス



　事例では、基本料金が月2千円でしたが、通話料として高額な料金が
計上されていました。当センターから携帯電話会社に、通話料金は別途
かかるという契約時の説明不足をもとに交渉したところ、「かけ放題プ
ランに加入していないため、通話料が高額になったと思われる。初期契
約解除制度等の期間は過ぎているが、契約時にさかのぼって、かけ放題
プラン月3千6百円に変更することで調整する。支払済みの分は差額を
返金する。」と回答があり、相談者も納得して終了しました。

　万が一、不適切な契約をしてしまった場合、8日間の初期契約解除
制度、または確認措置を利用しましょう。

【初期契約解除制度】
　電気通信事業法により、契約書面の受領日もしくはサービス提供
開始日のいずれか遅い日を初日とする8日以内に、契約する携帯電
話会社へ書面により契約解除を申し出ることで、無条件で通信契約
を解除できる制度です。（注1）（注2）

（注1）　契約解除までに利用したサービス利用料、事務手数料等を支払う必要がありま
 す。

（注2）　契約解除できるのは通信契約のみで、端末の売買契約は解除できません。

【確認措置】
　総務大臣の認定を受けた一部のサービスについては、初期契約解
除制度に代えて「確認措置」が適用され、電波の状況が不十分、又は
説明義務や書面交付義務などの法令遵守状況が不十分な場合に契約
を解除することができます。この場合、端末も含めた関連契約全体が
解除の対象となります。（注3）

（注3）　確認措置の呼称やその詳細な内容は、事業者により異なります。

ご存じですか？
初期契約解除制度と確認措置



5 その契約は「サブスク」かも！？
～増加する請求トラブル～

　パソコンに不具合があり、インターネットで解決方法を検索すると、
画面上部に「今すぐ専門家が質問に回答します」と表示されました。パ
ソコンメーカーの公式サイトだと思いアクセスすると、料金が5百円
だったので、気軽にクレジットカード番号などの個人情報を入力し、登
録後利用しました。数か月後、クレジットカードから数千円が2か月続
けて引き落とされていました。パソコンメーカーに確認すると、「このサ
イトと当社とは無関係」と言われました。どうしたら請求を止められま
すか。� （70代男性）

　スマホにフードデリバリーアプリをダウンロードしてから、身に覚えが
ないクレジットカードの請求が3か月続いています。怖くなり慌ててアプ
リを削除しましたが、請求が止まりません。どうしたらよいですか。�
� （20代男性）

事例❶事例❶

事例❷事例❷
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　事例①は、当センターで確認すると、「今すぐ専門家
が質問に回答します」と表示されていたのは「広告」で、
有料の質問サイトにつながっていることが分かりまし
た。検索結果で上位に表示されても信用性や評価が高い
とは限らないので、注意が必要です。



　この質問サイトでは、会員登録後、格安のトライアル期間があり、終
了後は自動で定額課金の会員契約に移行して、月額費用が発生するしく
みでした。
　定められた料金を定期的に支払うことで、一定期間、商品やサービ
スを利用できるしくみを「サブスクリプション（サブスク）」といいます。
便利な反面、解約しない限り自動的に継続され、利用の有無にかかわら
ず定額が請求されます。サブスクだと理解せずに契約し、後から請求に
気付いてトラブルになるケースが増えています。
　相談者には、サイト下部のお問い合わせフォーム内に記載されていた
電話番号を案内しました。解約することはできましたが、すでに支払っ
たお金を取り戻すことはできませんでした。

　事例②は、お試しで一度限りと思いアプリを利用後、期間内にオプショ
ンの解約処理をしなかったために、配送料定額制のサブスクに移行して
いました。スマホからアプリを削除しても、解約したことにはなりませ
ん。利用規約に従って、退会の手続きを進めましょう。
　もしものトラブルに備え、サイトやアプリからの申し込みの最終確認
画面を、スクリーンショット（注1）で証拠として保管しておきましょう。
　また、商品やサービス内容を十分に理解して契約しましょう。

（注1）　スクリーンショット…スマホやパソコン等の画面を画像ファイルとして保存でき
 る機能。

（注2）　特定商取引法…訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律。

　特定商取引法（注2）が改正され、令和4（2022）年6月1日から、サイ
ト運営事業者に対して、最終確認画面における、提供される商品サービ
スの分量（契約期間を含む）や料金、契約の解約の条件等についての表
示が義務付けられました。事業者がこれらの事項を表示しなかったり、
誤認させるような表示をしていたりしたために契約の申し込みをした場
合には、申し込みを取り消すことができるようになりました。



　2か月前、コロナ禍でバイトの収入も減り、副業を探していたところ
「スマホを使えれば誰でも簡単」「1日5分の作業で3万円」というSNS
上にあった広告を見ました。広告には詳細は書かれておらず、相手の
SNSに登録すると、相手から「AI（人工知能）を使ったFX投資のアプリ」
と説明されました。お試しで1週間利用したところ、仮の投資額がすぐ
に増えたので、信用できると思いました。
　後日、担当者から電話があり、「このアプリを利用するには30万円が
必要だが、毎日儲かるので、すぐに元手が取れ、そのあとは利益になる。」
と言われたので、契約を了承しました。代金はクレジットカードで10
万円を3回に分けて決済しましたが、結局全く儲かりません。支払った
30万円を返金してほしいです。� （20代男性大学生）

簡単に儲かる訳がない！若者が陥る「情報商材」トラブル
～ SNS上の広告に要注意！！～6

なんだかおいしそうな
儲け話 ...

簡単に儲かるなら
やってみよう ...

ダメだ ...ノウハウ通りしても全然収入がない ...返金してほしい ...

スマホで
サクッと

1日5分でOK!

稼ぐ！！

事例事例



　「情報商材」とは、儲け話、副業、ギャンブル等で高額
収入を得るためのノウハウと称して、インターネットを
通じて販売されているものです。最近はSNS上の広告
やダイレクトに送られるメッセージがきっかけになる

ケースが多く、アプリやPDF形式、USBなど、さまざまな方法で提供
されます。ただ、実際は広告や説明と違い、あまり価値のない情報であ
ることがほとんどです。
　特に、投資に関しては、お試しで投資をしているように見せかけて信
用させ、高額の契約をさせた後、約束されたサポートがされなかった、
事業者と連絡が取れなくなった、儲からなかった等のトラブルが多く見
受けられます。

　事例では、事業者から電話で30万円のアプリの契約を勧誘され契約
しているので、特定商取引法（注）で定められた電話勧誘販売となりま
す。この場合、法令で定められた書面を交付しなければなりませんが、
相談者に確認したところ書面は交付されていませんでした。当センター
ではクーリング・オフが可能と判断し、相談者にはカード会社と決済代
行業者に送付するため、今回の経緯と要望を記した書面の作成を助言し
ました。相談者より書面を送付後、当センターより、カード会社には支
払の保留を、決済代行業者には情報商材の販売事業者への連絡を依頼し
ました。相談者の書面を確認した販売事業者は、「電話勧誘販売ではな
く、通信販売なのでクーリング・オフは認めない。」と主張しましたが、
交渉を重ねた結果、販売事業者から20万円の返金が提示されました。相
談者も合意したため、返金を確認し終了しました。
　「儲かる」はずが、残ったのは借金という状況を避けるためには、「簡
単に稼げる」ことを強調する広告や、知人やSNSでの誘いは安易に信じ
ず、慎重に判断しましょう。

（注）　特定商取引法…訪問販売や電話勧誘販売、通信販売など特定の取引に関する法律。
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脱毛エステの中途解約トラブル
～効果がなかったのに残金を請求された～7

　1年前にヒゲ脱毛をするため、脱毛エステ店で無料体験をした後に、
「全身脱毛1年間通い放題、ヒゲ脱毛2年付きのコース」を勧められまし
た。ヒゲ脱毛だけの予定だったので迷っていると、「今日契約すれば、通
常より10万円値引きする。」と2時間にわたって勧誘されました。結局
40万円の契約に応じ、48回払いのローンを組みました。
　毎週通おうと思っていましたが、毛周期があるため月に1〜 2度しか
通えず、希望の日時に予約できないことがたびたびありました。半年経
過後に効果が実感できないと店員に伝えると、「あと2、3回で効果が出
てくる。」と言われ、嫌気がさして9か月目以降は通うのをやめました。
　契約から1年経った最近になって中途解約を申し出ると、ローンの残
金を一括で請求されました。脱毛効果がなかったのに納得がいきません。
　� （20代男性）

事例事例



　近年若年者の脱毛エステの契約トラブルが多く寄せ
られています。脱毛エステ（注1）は特定商取引法の特定
継続的役務提供に該当し、クーリング・オフ（24,25頁
参照）や中途解約ができます。

　事例では、契約内容のうち全身脱毛の契約期間は終了していました
が、ヒゲ脱毛の契約に関しては中途解約が可能でした。相談者の中途解
約を受けて、事業者は法律に基づいた違約金を含めて残金を計算し、一
括で請求しました。当センターでは、相談者はヒゲ脱毛をするために来
店したのに、高額な全身脱毛コースの契約を長時間にわたって勧誘した
点に問題があったと判断し、相談者が作成した経緯書を事業者に通知し
た後に、あっせんに入りました。
　事業者は「相談者は勧誘時に、契約内容を理解したという重要説明事
項にチェックを入れており、問題は見当たらない。予約が取れない場合
は、期間延長のサービスを行っている。特別対応はできない。」との回答
でした。しかし、話し合いを続けた結果、事業者から違約金の免除が提
示され、相談者もそれに合意し、残金を一括で支払ってヒゲ脱毛契約の
中途解約をしました。
　脱毛エステの長期間にわたる契約は、事例のようなトラブルのほか、
事業者の都合で店舗が閉店したり、消費者の都合でローン返済が困難に
なるリスクがあります。自分にとって本当に必要な契約か、長期間にわ
たる返済は可能かどうかをよく考えて契約するようにしましょう。

（注1）　契約期間が1か月を超えるもので金額が5万円を超えるもの。
（注2）　2万円または残金の10％のいずれか低い方。

アド
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脱毛エステの中途解約に関する注意点
●法定範囲内の違約金（注2）が発生することがある。
●施術を受けていなくても、契約期間が過ぎると中途解約はできない。
●ローンを組んだ場合、残金は一括で請求されることが多い。



　半年前から賃貸アパートに住んでいます。先日給湯器が故障し、お風
呂もキッチンもお湯が出なくなってしまいました。管理会社に修繕を依
頼しましたが、「貸主に連絡をする。」と言ったきり、2週間経っても連絡
がなく困っています。早く修繕してほしいのですが、どうしたらいいで
すか。� （40代男性）

8 賃貸アパート居住中の修繕
～民法改正により、修繕に関する要件の見直しがありました～

アド
バイス 　賃貸住宅の設備（給湯器、エアコン等）の故障や家屋

の不具合（雨漏りなど）について、貸主や管理会社に相
談しているのに、修繕をしてくれないという相談は多く
寄せられます。（注）

　賃貸物件は貸主の所有物であるため、借主が勝手に修繕をすることは
できないとされてきました。しかし、速やかに修繕されないと、住んで
いる借主の日常生活に支障をきたすことになってしまいます。

給湯器が
使えない...

事例事例



　令和2（2020）年4月に施行された改正民法では、①借主が貸主に修
繕が必要である旨を通知し、又は貸主がその旨を知ったにもかかわら
ず、相当の期間内に必要な修繕をしないとき、②急迫の事情があるとき、
①または②の場合には、貸主の同意を得ることなく、借主は修繕をする
ことができ、修繕の費用を貸主に請求することができることになりまし
た。
　但し、貸主が修繕を行わない期間とはどの程度なのか、修繕の範囲・
方法・費用や急迫の事情があったかどうかについては、個々の事情に
よって違います。

　今回の事例では、口頭ではなく、管理会社と貸主に書面で修繕が必要
である旨を申し出るように助言し、それでも修繕が行われないときは、
法律相談で専門家の見解を確認するように伝えました。
　貸主との紛争を避けるためにも、まずは貸主にきちんと修繕の必要性
を伝え、話し合いましょう。

家賃の減額についても明文化されました
　賃貸物件に居住中、借主の過失がなく、設備等の故障や不具合で使用
できなくなった場合は、その割合に応じて家賃の一部が減額されます。
減額の割合などは、法律の専門家に相談しましょう。

（注）部屋の電球交換など軽微な修繕は、借主負担という契約内容になっていること
が一般的です。賃貸借契約書を確認したうえで、迷う場合は管理会社と貸主に問い
合わせ、疑問が残る場合は法律の専門家にも相談しましょう。



　10年ほど前からカードローンを繰り返し利用して、月々返済を続け
てきました。しかし、もともとアルバイトで収入が少ないうえ、昨今の
物価高の影響で生活が困窮し、3か月滞納をしてしまいました。カード
会社から催促の電話がありましたが、支払わないでいると、先日書面
が届き、借入残金50万円の一括返済を求められました。貯金は全くな
いので支払うことができません。これからどうすればいいでしょうか。
� （60代男性）

相
談
機
関

9
事例事例

借金問題
～早めに専門家へ相談してください～

　相談者はアルバイト収入がありましたが、一括返済は
困難な状況で、債務整理が必要と思われました。債務整
理は、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの
方法があり、債務整理に伴う費用に不安な時は、法テラ

スの立替制度が利用できる場合があります。自身の意向も踏まえて、ど
のような方法がふさわしいか弁護士に相談するように案内しました。

アド
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・東京三弁護士会多摩支部
� 立川法律相談センター
・法テラス多摩（特定調停の場合）� ☎�0570-078-305
・弁護士法人　多摩パブリック法律事務所� ☎�042-548-2450
・（財）日本クレジットカウンセリング協会� ☎�0570-031-640

☎�042-548-7790



【任意整理】
　弁護士や認定司法書士などの法律の専門家に依頼して、消費者金融やク
レジットカード会社などの債権者と分割弁済の交渉をする方法です。裁判
所などの機関は利用しません。利息制限法の利率に基づき債務を計算し直
し、返済すべき金額を確認したうえで、収入の範囲内での分割返済の合意が
できないか交渉します。

【特定調停】
　金利の見直しや返済計画などに関する債権者との話し合いについて、裁
判所に調整を求める手続きです。債権者の住所等のある地域の簡易裁判所
に申立てを行います。申立てに必要な書式は裁判所に用意されており、弁護
士等なしでも申立てがしやすい制度となっています。申立てに必要な費用
も比較的安価に抑えられています。

【個人再生】
　裁判所に申立てをして、債務額を少なくしたうえで原則3年（最長5年）
の分割返済をするという再生計画を立てます。債権者の意見を聞いたうえ
で裁判所がこの計画を認可した場合、計画どおりの返済を完了したら、残り
の債務は免除されるという手続きです（ただし、税金など免除されない債務
もあります）。法律の条件を満たせば、住宅ローンは返済が別途認められる
ので、ローンを支払い中の自宅を手放さずに手続きができる可能性があり
ます。

【自己破産】
　自分の財産や収入では、債務の返済が不可能な場合に、裁判所に申立てを
して、債務全額について返済義務の免除を求める手続きです（ただし、税金
など免除されない債務もあります）。住宅や、解約返戻金のある生命保険な
ど、価値のある資産等は売却等により換価し、債権者へ配当されますが、一
定範囲の資産は、生活のために手元に残すことができます。詳細は専門家に
ご相談ください。

立川市くらし・しごとサポートセンター
　生活での悩みや仕事のことなどでお困りの方に寄り添い、一緒に考えます。
このような場合はご相談ください。

生活や
お金のこと

仕事や
住まいのこと

・収入が少なくて生活が不安���
・受験や進学にかかる費用に�
� 困っている

・働きたいけど、どうしたらいいか�
� わからない
・就職活動はしているが家賃が心配

もご利用ください

☎042-503-4308 （月〜金曜日／午前8:30〜午後5:15）



クーリング・オフ制度

●クーリング・オフ制度とは
　訪問販売など特定の取引について、消費者が契約した後に冷静に考え直す時間
を与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除できる制度です。令和4（2022）
年6月より、電磁的記録（電子メール、ＷＥＢサイト上のクーリング・オフ専用
フォーム等）でもクーリング・オフができるようになりました。

取引内容 期　間
訪問販売（キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む） 8日間

訪問購入（貴金属、着物等の訪問買取） 8日間

電話勧誘販売 8日間
特定継続的役務提供（エステティック、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） 8日間

連鎖販売取引（いわゆるマルチ商法） 20日間

業務提供誘引販売取引（内職商法、モニター商法等） 20日間

●クーリング・オフの効果
　消費者が期間内にクーリング・オフを通知した時にその効力が発生します（発
信主義）。契約は最初からなかったことになり、支払った代金は全額返金され、
違約金等も請求されません。商品などを受け取っている場合は、送料は事業者の
負担で引き取ってもらえます。

●特定商取引法におけるクーリング・オフができる主な取引

＊期間は、クーリング・オフについて記載された契約書面を受領した日を含めて起算します。
＊事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフ妨害をした場合は、期間が過ぎてもクーリング・オフ
　できます。
＊上記の取引の場合でも 3,000 円未満の現金取引、使用した消耗品などはクーリング・オフできません。また、
　店舗購入や通信販売（インターネット通販も含む）の取引には、クーリング・オフは適用されません。



＜書面（はがき）で行う場合＞
　送付前にはがきの表裏をコピーしておき、「特定記録郵便」または「簡易書留」
で郵送します。コピーや送付記録は、契約書等と一緒に保管しておきましょう。

＜電磁的記録で行う場合＞
　契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通
知方法が記載されている場合には、それを参照して通知します。通知後は送信し
た画面のスクリーンショット（注）を保存しましょう。

書面（はがき）の記載例

通知書
次の契約を解除します。

契約年月日　　　○年○月○日
商　品　名　　　○○○○
契約金額　　　　○○○○円
販売会社　　　　○○○○
担当者名　　　　○○○○
クレジット会社　○○○○
支払った代金○○○○円を速やかに
返金し、商品を引き取ってください。
○年○月○日
住所
氏名

事
業
者（
会
社
）の
住
所

事
業
者
名（
会
社
名
）

代
表
者
様

表 裏

電磁的記録（電子メール）の記載例

●クーリング・オフの手続き方法
　事業者に対し、書面（はがき等）または電磁的記録にてクーリング・オフ期間
内に通知します。契約年月日、契約金額などの他に、クーリング・オフの通知を
発した日を必ず記載しましょう（下記記載例を参照）。クレジット契約をしてい
る場合は、クレジット会社にも書面（はがき）で同時に通知します。

（注）　スクリーンショット…スマホやパソコン等の画面を画像ファイルとして保存できる機能。

宛先：XXXX@XXXX.co.jp
件名：クーリング · オフ
○○株式会社　御中

次の契約を解除します。

支払った代金○○○○円を速やかに
返金し、商品を引き取ってください。

○年○月○日
住所
氏名

契 約 年 月 日
商 品 名
契 約 金 額
販 売 会 社
担 当 者 名
クレジット会社

○年○月○日
○○○○
○○○○円
○○○○
○○○○
○○○○



　民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。令和4
（2022）年4月1日に18歳、19歳に達していた方はその日から成人です。
　これから18歳を迎える方は誕生日から成人となります。

●成人になったら親の同意がなくても契約ができるようになります

●契約には責任をもって！
　成年年齢に達すると自分の意志でさまざまな契約を
結ぶことができますが、その契約の責任も自分で負うこ
とになります。契約する時は契約書をよく読んで、不明
な点がないか、無理のない支払いができるかを確認しま
しょう。万が一、契約した内容に疑問や問題が生じた場
合、解決できる方法があるかもしれませんので、消費生
活センターに相談してください。

●契約が取り消せなくなる！
　未成年者は契約についての経験や知識がまだ浅いため、法
律で保護されており、親権者などの同意がないまま結んでし
まった契約は取り消すことができます。
　しかし、令和4（2022）年4月1日以降に18歳に達した方
が結んだ契約は取り消せなくなります。

ローンが組める
（借金ができる）

自分のクレジット
カードが持てる

部屋の賃貸借契約
ができる

成年年齢の引き下げ
～新成人のあなたへ～



○○アンケート

若い方に多い消費者トラブル　～�悪質商法に気をつけて�～
　消費者としての経験が浅い若い方は、悪質商法の標的にされやすいと言われて

います。

「お試し」のつもりが定期購入に
なっていた！

目立たないところに小さな文字で「定期購
入が条件」などと記載されていることがあ
るので注意が必要です。また、購入する前
に、規約や特約をしっかり確認しましょう。

SNSで「儲かるノウハウを教えます」
という書き込みがあったので連絡し
たら、高額な登録料を請求された！
（16,17頁参照）
簡単に儲かる方法なんてありません。安易
に連絡しないようにしましょう。SNSは便
利ですが、嘘や怪しい情報も多く、時には
疑ってかかることも必要です。

友人から「会員になって商品を購入
し、新規会員を勧誘して販売すれば
儲けが出る」と言われた！

「儲かる」ことはありません。友人や先輩か
ら誘われてもきっぱり断りましょう。

就職活動のアンケートに答えたら
無料セミナーに呼び出され、その場
で高額な講座を勧められた！

販売の目的を隠して店舗等に呼び出し契約
させる商法です。その場の雰囲気にのまれ
て契約しないよう慎重に検討しましょう。



消費生活相談受付状況

順位 分類 相談内容 件数

1 土地・建物・
設備

賃貸住宅、住宅リフォーム、不動産取引などに
関わるトラブル 205

2 教養娯楽品 新聞の契約、パソコンやタブレット等機器の不
具合によるトラブル 124

3 運輸・
通信サービス

携帯電話、Wi-Fi、光回線、ケーブルテレビ、
引越などに関わる相談 115

4 教育・
娯楽サービス

娯楽等情報配信サービス（サブスクなど）、教室・
講座、国内旅行などのトラブル 109

5 保健衛生品 マスク、除菌製品の広告表示に関わる相談、化
粧品のインターネット通販トラブル 99

相談が多かったもの（令和3年度）

契約者の年代別構成比（令和3年度） 契約者の性別構成比（令和3年度）

相談受付件数の推移

年度 平成29年度
（2017年）

平成30年度
（2018年）

平成31年度
（2019年）

令和2年度
（2020年）

令和3年度
（2021年）

件数 1,350 1,806 1,539 1,576 1,361

20 歳未満
1.6%

女性
54.7%

男性
39.4%

不明
5.9%20 歳代

12.3%
30 歳代
8.9%

40 歳代
13.6%

50 歳代
16.5%

60 歳代
13.7%

70 歳代以上
24.2%

不明
9.2%



土・日・祝日の相談窓口
曜 �日 相談窓口 電話番号 相談時間

月〜土 東京都消費生活総合センター 03-3235-1155 9時〜17時

土・日（公社）全国消費生活相談員協会 03-5614-0189 10時〜12時
13時〜16時

日
（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

03-6450-6631 11時〜16時

土・日
祝日

消費者ホットライン
（独）国民生活センター 188（局番なし） 10時〜16時

ひとりで悩まず まず相談
― 消費生活相談の事例集 ―
No.35 令和4（2022）年度発行

発行� 立川市
� 〒190-0012
� 東京都立川市曙町二丁目36番2号
� 電話　042-528-6801
� FAX　042-528-6805
編集� 市民生活部生活安全課消費生活センター係

※いずれも年末年始を除く
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郵便局

映画館

至 八王子 至 新宿
至 多摩センター

JR立川駅
北口　デッキ

立
川
北
駅

曙町2丁目交差点

曙橋交差点

消費生活相談
立川市消費生活センター

〈所在地〉立川市曙町 2-36-2 立川市女性総合センター 5 階
＜アクセス＞

JR立川駅北口から歩いて 7分
多摩モノレール立川北駅から歩いて 5分

相談直通電話

受付時間：月曜日〜金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前9時〜午後4時
相談対象：立川市在住、在勤、在学の方
相談方法：電話または来所（要予約）

立川市消費生活センター

☎︎ 042ー528ー6810


