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高齢化の進展や世帯の単身化等を背景に、高齢者・障害者等の消費者トラブルが
多く発生しており、高齢者等から名古屋市消費生活センターに寄せられる相談件数
は依然として高水準で推移しています。トラブルにあっても誰にも相談できず被害に
つながってしまったり、中には、自分がトラブルに巻き込まれていることに気づかない
場合もあり、被害の潜在化、深刻化が懸念されます。こうしたトラブルを回避し被害を
少しでも減らすには、周囲の人がいち早くトラブルに気づくことが必要です。
名古屋市消費生活センターに寄せられる高齢者の相談は、年代が上がるほど家族

など本人以外からの相談が多くなっており、80歳以上では約4割を占めています。ご
家族はもとより、民生委員、ケアマネジャー等、関係者が気にかけ、小さなことでも気
づきがあった時には声をかけるなど「見守る」ことが大切です。
このハンドブックは、トラブルに気づいたときに、消費生活センターへの相談を「橋
渡し」していただくために作成しました。高齢者等を悪質商法の被害から守るために、
少しでもお役に立てば幸いです。

・だまされたことに気づきにくい
優しい言葉で誘う営業マンを信じ込む。情報収集ができず、判断能
力が低下している。理解できていなくても了承してしまう。
・悪質業者の「カモ」になりやすい
一度被害にあうとつけ込まれ、被害が高額化、
深刻化する。
・被害にあっても相談できない、相談しない
相談相手がいない。相談先が分からない。
「だまされた私が悪い」と自分を責める。
被害にあったことを恥ずかしい、知られたくない
と思う。

まえがき

高齢者・障害者等と消費生活相談
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高齢者・障害者等の特性

不安の３K（「健康」「金（カネ）」「孤独」）につけ込まれることに加え、急速なネット社
会への移行と、手口の巧妙化、悪質化が、高齢者の被害を拡大しています。また、
そのような暮らしを取り巻く環境の変化の中で、高齢者が情報の不足によるトラ
ブルに巻き込まれるケースが増えています。
例えば、無料動画を見ようとして突然請求を受ける「ワンクリック請求」は、以前は若
者に多い相談でしたが、最近ではスマホデビューしてインターネットに初めて触れた
高齢者からの相談が増加傾向にあります。操作に不慣れなうえ、ネット上で陥りやす
いトラブルについて知らないことが被害につながっていると思われます。

暮らしを取り巻く環境の変化が、高齢者のトラブルにも影響しています

＋
キャッシュレス スマホデビュー

インターネット

情報不足 手口の巧妙化

暮らしを取り巻く
環境の変化健康

（けんこう）
お金
（カネ）

孤独
（こどく）

高齢者の3K
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気づいたときの対処方法

家族、地域で見守る方

トラブルや変化に気づいたときは・・・

認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない人の権利を守
り、生活や財産を法律的に支援する制度です。家庭裁判所によって選ばれた成年
後見人等が、不利益な法律行為を後から取り消すなどして、消費者被害を防ぐこ
ともできます。

●名古屋市成年後見あんしんセンター
　TEL ０５２－８５６－３９３９　

成年後見制度

気づきと声かけのポイント

高齢者等は消費者トラブルにまきこまれていても、それに気づかず、被害が深刻化
しているケースがあります。いきなり「あなたはだまされている」と指摘したり、「なぜ
契約したのか？」などと問い詰めたりすると、本人は心を閉ざしてしまうかもしれませ
ん。前向きな言葉で声かけをしてみましょう。

事業者から受け取った書類（契約書、見積書、領収書など）
や商品があれば、手元に用意してお電話ください（来所時
は書類を全て持参してください）。

相談するときには…

本人に事情を確認し、
消費生活センターに相談するよう勧める

家族や関係機関
などで様子をみる

家族、いきいき支援センターなどに
連絡して、対応方法を検討する

相談することを望まない
ヘルパー

認知症の可能性

状況が差し迫っている場合は、
いきいき支援センターやケア
マネジャーなどに連絡

相談することを望む

本人から相談（原則）
本人だけで相談
できない場合は、
見守る方と一緒に
お電話ください。

家族、民生委員など、
地域で見守る方からの
問い合わせにも応じて
います。

よくある被害事例の
手口などを情報提供して、
似たような誘いが
なかったか聞く。
被害にあったことをとがめない！

名古屋市消費生活センター

就労支援施設職員

月～金曜日（土日、祝日、年末年始はお休み）
午前9時～午後5時

●見慣れない車が長時間
駐車している　
●年金支給日に見知
らぬ人が出入りし
ている

●不自然なリフォーム
工事をしている

●カレンダーに
見慣れない印
がついている

●出かける回数が増えた

※催眠商法（SF商法）
閉め切られた会場で日用品などを
ただ同然で配って雰囲気を盛り上げ、
冷静な判断ができなくなった来場者
に高額な商品を契約させる手口

お客さん
ですか？

あら？
工事されて
いるんですか？

楽しそうだね。
誰かとお出かけ？

電話勧誘？
訪問販売？

支払いが
たまっている？

●見慣れない段ボールがある
●まとまった量の健康食品や
未使用の健康器具が
必要以上にある

新しく
買われたん
ですか？

お忙しそう
ですね

●訪問や電話の着信に
おびえている
●電話を切れず
に困っている

どうされ
ました？

●お金に困っている
様子がある
●クレジット会社
の督促状がある

最近どうですか？
元気がないよう
ですが…

民生委員近所の知人

家族

高齢者福祉相談員

ケアマネジャー 就労支援施設職員

ヘルパー

営業マンに
誘われている？

不要な工事を
契約させられた？

催眠商法(SF商法)※？
もうけ話のセミナー？

特殊詐欺？
何かの請求？

電話や支払いの
約束日？
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よくある事例とアドバイス

～民生委員からの相談

「無料で点検します」と来訪し、「すぐに工事を
しないと危険」「今日なら特別価格」などと言って
実際には必要がない工事や商品・サービスを
契約させる手口です。

一人暮らしをしている高齢者の家の前を通ったら、工事のための足場が
組まれていた。話を聞いたところ「4日前、家に『近所で工事をするので、挨
拶に回っている』と業者が来た。『お宅の家も古い。ついでに点検してあげ
る』と職人が屋根に上がり、『屋根が劣化している。このままでは雨漏りす
る』などと言って屋根工事の契約を迫って
きた。はじめは断っていたが、１時間近く勧
誘され、７０万円で工事をする書類にサイ
ンしてしまった。
高額だし、近所で工事している様子もな
い。解約したい。」と言っている。

一人暮らしの高齢者から屋根工事について
相談を受けた。

点検商法

事 例

アドバイス ▶訪問販売の場合、契約書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。
▶知らない事業者が突然訪問してきた時には、ドアを開けずにインター
フォン越しに対応し、不要なものはきっぱり断りましょう。
▶高額な工事などは、複数の事業者から見積もりを取って、よく検討し
てから申し込みましょう。

●点検商法●点検商法1 ～友人からの相談

テレビショッピングやネット通販は広告だけで購入するかどうかを決めなければなり
ません。「お得」には理由があると心得て、細かい文字まで確認しましょう。注文した
記録（最終確認画面など）は保存しておきましょう。

老人会の友人が、「最近買ったスマホでネットを見ていたら、健康にいい
青汁の広告が出てきた。３００円で試せると書いてあったので注文した。商
品は１か月くらい前に届き、代金はコンビニエンスストアで支払った。それ
で終わりだと思っていたのに、今度は2箱届き、3,980円の請求書が入っ
ていた。」と言っている。
友人は１回だけのつもりだったのに、支払わなければならないか。

「おためし」「1回だけ」のつもりだったが
また同じ商品が届いたと相談を受けた。

通信販売

事 例

アドバイス ▶通信販売で注文した「お試し」のつもりの健康食品・化粧品などが、定
期購入になっていたという相談が多く寄せられています。
▶通信販売はクーリング・オフの適用がなく、解約できるかどうかは事
業者が定めた条件に従うことになります。
▶注文前に定期購入の商品ではないかなどの契約内容や、解約すると
きの条件をしっかり確認しましょう。

●通信販売●通信販売2

また届いた…
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よくある事例とアドバイス

～就労継続支援事業所職員からの相談 ～いきいき支援センター職員からの相談

インターネットで、サイト業者に雇われた「サクラ」が「会いたい」「副業を紹介する」
「当選金がある」「遺産を受け取ってほしい」「芸能人の相談にのってほしい」などと、
言葉巧みに有料サイトに誘導し、お金を払わせる手口です。

いつも明るい３０代の女性利用者が、いつになく元気がないので声をかけた。
「『すき間時間にスマホで稼げる』という副業を見つけたので会員登録し

た。すぐにある男性から『話を聞いてくれたら２００万円をあげる』と連絡があ
り、やり取りするためのサイトに登録料３万円を支払った。個人情報の交換や
受取口座の開設にポイント料が必要と言われ、コンビニで電子マネーを買っ
て支払った。それでも文字化けしたりして、情報が交換できず、なかなか収
入につながらない。」という。

だまされているのではな
いかと心配だ。

利用者が副業で稼げると言われ、電子マネーを
買わされている。だまされているのではないか。

サクラサイト商法

事 例

アドバイス ▶通常、報酬を受け取る前に多額の費用が発生することはありません。
やりとりを続けても、もうかることはなくお金を払わされるだけだと
思われます。すぐにやり取りをやめ、これ以上支払わないようにしまし
ょう。相手からのメッセージは無視しましょう。

▶お金を支払った記録やサイトでのやり取りの記録があれば保存して、
なるべく早く消費生活センターに相談しましょう。

▶購入した電子マネーの番号を相手に伝えてしまった場合や、支払った
控えが手元にない場合は、お金を取り戻すことは難しいのが現状で
す。

●サクラサイト商法●サクラサイト商法3

光回線が自由化され、サービス提供会社を選べるようになりました。契約内容が複雑
なので、自分に必要な契約か、本当に安くなるのかどうか、よく考えて契約しましょう。
他に、電力やガスも自由化され、同様の相談事例が増加していますので、注意が必
要です。
※１ 光回線…光ファイバーを用いた通信回線。オプションサービスとして光電話の利用などがある。

７０歳代の利用者を訪問した時、知らない会社から書類が届いたと相談
があった。最近、変わったことはなかったかと聞くと、「１週間くらい前、利用
している大手電話会社を名乗って『電話料金が安くなる。』と電話がかかっ
てきた。てっきり、利用中の電話会社の料金プランの変更だと思って言わ
れるままに了承した。今回届いた書類に書いてある会社名は聞いたことが
ない。」と言っている。

書類を見せてもらうと光回線の契約の
ようだ。本人は電話会社を変えるつもり
はないというが、どう対処すればいいか。

「利用中の電話会社の料金プランを変更したつもりが、
別の会社から契約書が来た」と相談を受けた。

光回線※1の自由化

事 例

アドバイス ▶光回線やプロバイダの契約は、契約書を受け取った日から８日以内で
あれば、初期契約解除ができます。

▶携帯電話や電力・ガスの契約とセット販売にして料金を割り引くケー
スもありますが、利用状況によってはかえって高額になることもあり
ます。よくわからないままに契約しないようにしましょう。

▶突然電話がかかってきた時は、会社名と担当者名を確認し、よくわか
らない場合はきっぱり断りましょう。詐欺や不要な勧誘電話を防ぐに
は、自宅にいるときも留守番電話設定にすることをお勧めします。

●光回線サービスの乗り換え●光回線サービスの乗り換え4
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よくある事例とアドバイス

事業者が自宅に訪問して不用品（本・CD、家具などは除く）の買い取りをする際に
は、事前に電話などで消費者の了承を得なければなりません。また、了承を得てい
ない品物の買い取りを持ち掛けることは法律で禁止されています。来てほしくな
い、売りたくない時には、きっぱり断りましょう。

母が「不用品の買い取りを依頼したら、
大切な貴金属まで持っていかれた」と落ち込んでいる。

事 例

アドバイス ▶契約書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。
▶クーリング・オフ期間内は、購入業者が第三者に品物を引き渡すこ
とを拒むことができますが、購入業者に品物を渡してしまうと取り
戻せないことがあります。
▶不用品は、買い取り業者の店舗に持ち込む方法もあります。自宅に
来てもらうのであれば、家族や知人に立ち会ってもらいましょう。

●訪問購入●訪問購入5

●かなり古い電化製品を使用している。
●たこ足配線やコードを束ねて使用している。
●電子レンジやオーブントースター、グリルなどの
庫内が汚れている。
●電源プラグにホコリがたまっている。

生活援助を受け始めた利用者宅を初めて訪問し、カーペットの掃除をし
ていた時、テレビの電源コードがソファの足の下敷きになり、断線しかけて
いるのを見つけた。また、掃除機本体が熱くなっていることにも気づいた。
利用者に聞くと、購入から10年以上たっているとのことだった。昼食の準
備で電子レンジを使ったところ、汚
れがたまっており、庫内でスパーク
し、発火した。危険な箇所が他にも
ありそうで心配だ。

訪問介護先で、掃除をしていたら掃除機本体が
熱くなった。他にも電気コードをソファの足で
踏んでいるし、電子レンジは庫内に汚れが
たまっていて、事故につながりそうだ。

こんな状況は要注意！

事 例

アドバイス ▶電化製品の安全な使い方は取扱説明書などで確認できます。事故に
つながる原因をなるべく早く見つけ取り除きましょう。
▶電化製品は、年月が経つと劣化し思わぬ事故につながります。省エネ
の観点からも、早めに買い替えを検討しましょう。

●製品事故●製品事故6～家族からの相談

一人暮らしの母が「形見の指輪を持っ
ていかれた。」と落ち込んでいる。
「2日前に『近くでリサイクルショップ
を開くので、どんなものでも買い取る。』
と電話があり、着物の買い取りを依頼し
た。やってきた業者は着物を引き取った
後、『貴金属はないか。』としつこく迫っ
てきた。部屋に上がり込まれていたので
怖くなり、形見の指輪を二束三文で売っ
てしまった。」とのことだった。
取り返すことはできないか。

訪問購入

～ヘルパーからの相談

指輪や
貴金属は
ないですか？

98



契約とはよくある事例とアドバイス

他にもこんな手口が…

「宅配物を届けたが不在だ
った」「ショッピングサイト
の登録情報を更新するよ
うに」などの不審なメール
が届く。記載されたURLに
アクセスすると高額な代金
を請求されたり、個人情報
を知られたりするので、相
手にせず無視する。

スマートフォンやパソコン
でアダルトサイトを見よう
としたら、いきなり「登録完
了」となり料金を請求され
る。有料登録の申し込みを
しなければ、契約は成立し
ないので、慌てて連絡しな
い。お金を振り込まない。

トイレの詰まり、水道管の
水漏れなどで、ネットやチ
ラシを見て修理会社に電
話で依頼したところ、広告
よりはるかに高額な代金を
請求される。緊急事態につ
け込み不要な追加工事等
をして、さらに高額な代金
を請求されることもある。

新聞勧誘員が突然訪問し、
強引に、数か月から数年先
の購読契約をせまる。契約
時に商品券などの景品を
配り、解約しにくい状況を
作る。訪問販売で契約した
場合、契約書面を受け取っ
てから8日間はクーリング・
オフできる。

過去に原野商法の被害に
あった人に、土地の売却話
を持ちかけ、測量費、調査
費、広告料など様々な名目
で費用を払わせる。自身の
土地を売却し、別の土地を
購入させ、その差額を調査
費だと思い込ませて支払
わせることもある。

外国から「高額賞金が当た
った」とエアメールを送り
付け、申込金を払わせる。
よく読むと、宝くじの申し
込みになっている。海外宝
くじを日本国内で購入する
ことは法律で禁止されて
いる。

「副業や投資などで高額な収入を得られる」という情報商
材をインターネット上で購入するが、契約前に内容を確か
められず、実際にはあまり価値のない情報を買わされる。
情報そのものだけでなく、その情報を使ったコンサルティ
ングやセミナー等を追加で勧誘されることもある。「誰で
も簡単に稼げる」といった広告を安易に信用しない。簡単
にもうかる話はない。

「商品やサービスを買って
会員になれば、再販売した
利益や友人・知人を会員に
した紹介料で稼げる」など
と勧誘するが、実際には在
庫を抱え損失が出ること
が多い。要件を満たせばク
ーリング・オフ、中途解約が
可能。

不審なメール ワンクリック請求 高額な水周り修理

強引な新聞勧誘 原野商法二次被害 海外宝くじ

「もうかる」はずがもうからないノウハウ情報 マルチ商法

契約とは「法的責任を伴う約束」です。売買契約が成立すると、代金を支払う義務
と商品を受け取る権利が発生します。いったん契約したら、自分の都合だけで解約
したり、内容を変更したりすることはできません。一方的に解約や契約変更をした
場合、キャンセル料や損害賠償を求められることも
あります。
ただし、壊れていた、動かな
いなど、商品に不具合がある
場合は、交換や修理、返金を
求めることができます。その
場合は、早急に事業者に申し
出ましょう。

●契約とは

●契約の成立

契約は口約束だけでも成立します
高額な商品を購入する場合などは、後で言った言わないのトラブルを避ける
ために、契約の内容を書面（契約書）に残しておきましょう。

契約書にサインしてないけど？

通信販売は解約できないの？

意思表示の合致

消費者 事業者

ください
申込みの
意思表示

かしこまりました
（承諾の意思表示）

代金を支払う

商品を受け取る

契約成立

通信販売にクーリング・オフは適用されません
インターネット通販や、カタログ販売、テレビショッピングなどの通信販売の返品
は、販売業者が定めた条件に従うことになります。条件が書かれていない場合、商
品を受け取った日から8日以内であれば、購入者が送料を負担して返品できます。

よく考えたら
いらないので
返品したい

気が変わったから
やめたい

契約は
申込みと承諾という
お互いの意思表示の
合致で成立します

返品・交換に応じるのは、
あくまでも店のサービス
（客への便宜）です。
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クーリング・オフとは、不意に勧誘され、冷静に判断できないまま契約してしまっ
た場合などに、一定の期間内に通知を出せば無条件で契約を解
除できる制度です。商品を受け取った後や、工事が始まった後、
代金の支払い後もクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフすると・・・
●クーリング・オフは通知書を発信した時に契約解除となります。
●支払い済みの代金は全額返金されます。
●商品を受け取っている場合は、事業者の負担で返品することができます。
●すでに工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。

クーリング・オフ（特定商取引法、割賦販売法）

●クーリング・オフとは

●クーリング・オフの方法

クーリングオフできる取引（※1） クーリング・オフ期間
（契約書受取日から数える）

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入（※2）

マルチ商法
エステ、美容医療、英会話教室、
パソコン教室、結婚紹介サービス、
家庭教師、学習塾
業務提携誘引販売

８日間
20日間

8日間

20日間

契約書で期間内かどうか確認する

書面（ハガキ）を書く

コピーをとる（両面）

発送する

完　了

●代表者（代表取締役社長など）あてに書面（ハガキで可）を書く
●クレジットで購入した時はクレジット会社にも送る

●期間内の消印が押されるように、郵便局の窓口で、特定記録
郵便または簡易書留で送付する

●受領証をもらう

◎ クーリング・オフできないと事業者に言われた。
◎ クーリング・オフ期間が過ぎてしまった。

●書面(ハガキ)のコピーと郵便物の受領証を大切に保管する

●書面(ハガキ)の両面の
コピーをとる 証拠を残すことが重要！

こんな時もご相談ください

※1 クーリング・オフができない取引
・店舗での取引（例外あり）　・通信販売　
・3000円未満の現金取引
・消費した健康食品、化粧品などの消耗品
・自動車、自動車リース　　　
・営業のための取引　　など

※2 訪問購入でクーリング・オフができない取引
・自動車（二輪を除く）
・家電（携行できるものを除く）
・家具　　・本　　・有価証券
・CDやDVD,ゲームソフト類
・自ら自宅での契約を請求した場合
・いわゆる「御用聞き」「常連取引」
・引っ越しに伴う不用品処分　　など

切り取り線　　切り取ってはがきとしてご利用できます。　※書き方は下記をご覧ください。

クーリング・オフはがきの記載例

切
り
取
り
線

〇〇市××1－2－3

株式会社●×●×
　代表取締役　▲▲ △△様

○○○○

○○○○○○○○

株式会社　●×●×　

〒460-0008
名古屋市中区○◎1－2－3
○● ●○

支払い済みの● ● ,● ● ● 円を返金し
早急に商品を引き取ってください。

▲▽▲▽氏

● ● ● , ● ● ●

○○ ○○

○○○○ ○○ ○○

もし本人が書けない場合は
代筆できますが、署名は
本人にしてもらいましょう。

表 裏

ポイ
ント！

代表者名がわからないときは
「代表者様」でもよい
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高齢者・障害者の消費者トラブル

地域で消費者被害を防ごう

名古屋市消費生活センター
マスコットキャラクター
コアラのハッピー

受付時間●月～土曜日（祝休日・年末年始を除く）
　　　　　午前9時～午後4時15分
※土曜日は電話相談のみで、来所相談はありません。

対象●市内在住・在勤・在学の方

〒460-0008
名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ11階
TEL：（052）222-9679　 FAX：（052）222-9678
URL：https://www.seikatsu.city.nagoya.jp/
※メールでの相談も受け付けています。
　詳しくはウェブサイトをご覧ください。

名古屋市消費生活センター

名古屋市消費生活センター 検 索

消費生活相談 金融商品・若者・高齢者
悪質商法特別相談

サラ金・多重債務
特別相談 くらしの情報プラザ

052-222-9677

くらしに役立つ幅広い情報を提供しています。

●地下鉄「伏見」⑥番出口から南へ350m
●地下鉄「大須観音」④番出口から北へ450m
※公共交通機関をご利用ください。

月～土曜日（祝休日・年末年始を除く）
午前9時～午後5時

開館
時間

TEL

令和3年2月発行
編集・発行／名古屋市スポーツ市民局消費生活課　TEL（052）222-9679

●本誌の内容の無断転載はお断りします。

SNSでも
情報発信中！

く ろ ー な い

052-222-9671TEL

または ☎局番なしの188
※年末年始を除く毎日お近くの消費生活相談窓口につながります。

消費者
ホットライン

い や や

伏見ライフプラザ11階
名古屋市消費
生活センター

⑥番

④番

地下鉄東山線

地下鉄鶴舞線N

錦通伏見

広小路伏見

白川出入口

若宮北

三蔵

伏見

御園座

ビルの1階に
中消防署があります 伏見ライフ

プラザ

大須観音

至名古屋駅 広小路通

商工会議所

市科学館

市美術館

名古屋高速2号

白川公園

大須観音

至栄

錦通

伏
見
通

本
町
通

〒中郵便局

卍

切り取り線

切
り
取
り
線


