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くらしの安全安心だより

発行／佐賀県くらしの安全安心課・佐賀県消費生活センター（☎0952-25-7059 佐賀市天神三丁目2－11アバンセ3階）

自然災害後の消費者トラブルにご注意ください
夏は台風や豪雨などによる自然災害が多く発生する季節です。
昨年は、数十年に一度といわれる豪雨が佐賀県をおそい、県内各
地で大きな被害にみまわれました。
このような大規模災害が発生した際は、消費者トラブルの相談
が増加する傾向にあります。そこで災害時に発生しやすいトラブ
ル事例を取り上げ、対処法などを紹介します。

「もしものとき」もあわてずに、落ち着いて対応しましょう。

住宅修理に関するトラブル

災害に便乗した義援金詐欺

台風の後片付けをしていたら、突然、
業者が訪ねてきて…
損害保険を使って、
無料で屋根の修理
ができますよ。
保険の申請手続き
を代行します！

市役所職員を名乗る人物が自宅を訪
問してきて…
被災者への義援金

を集めています。
ご協力ください！

トラブル防止のポイント
⚫ その場ですぐに契約せずに、複数の事業者か
ら見積りをとり、周囲の人に相談する。
⚫ 「保険が使える」と勧誘された場合、実際に
保険が支払われるかどうか、いくらくらい支
払われるのか等、契約前に加入先の損害保険
会社に相談する。
⚫ 行政機関職員が戸別訪問したり、電話をかけ
たりすることはありません。不審な電話はす
ぐに切り、来訪の申し出があっても断って！
⚫ 寄付をする際は団体の活動状況や使途をよく
確認する。

訪問販売の場合、クーリング・
オフによる契約解除が可能です。
※クーリング・オフの期間は契
約書面を受け取った日を含めて
8日間。
ただし、契約書
面を渡されてい
ないときや掲載
内容に不備があ
るときは、8日
間を過ぎていて
も可能です。

新型コロナウイルス感染拡大に便乗した悪質商法や詐欺の相談が増えています。
正確な情報をもとに冷静な対応をとりましょう。

布マスク配布に関するトラブル
保健所職員を名乗り「マスクを配る」と
言って、氏名、住所、家族構成などの個
人情報を聞き出す不審な電話がかかる

◎ 行政機関職員が個人情
報を尋ねる電話をする
ことはありません

給付金・助成金を装った詐欺
市役所職員を名乗り「給付金が支給される
のでATMへ」、「通帳を用意して口座番号、
暗証番号を教えて」といった不審な電話が
かかる

◎ 行政機関職員が電話でATM
の操作をお願いすることや
口座番号、暗証番号を聞く
ことは絶対にありません

◎ 国から全戸配布される
布マスクは郵送でポス
トに投函されます

◎ 不審な電話や訪問には
応じない！
全戸配布予定の布マスク

新型コロナウイルスに便乗した悪徳商法

旅行や結婚式のキャンセル
結婚式を予定していたが、新型コロナウ
イルスの影響で延期を決めた。式場から
契約金の支払いと半年後までなら延期が
可能と提示を受けた

「コロナウイルス予防に効果があるサプリ」
「コロナウイルスを除菌できる消毒器や空
気清浄機」など…
メールやDM、電話勧誘のあやしい言葉は詐
欺を疑って！

感染予防に
効果があり
ますよ！

◎ 旅行や結婚式のキャン
セルについては、それ
ぞれのケースで取扱い
が異なります
◎ 契約条項や規約を確認
のうえ、事業者との話
合いが必要となります

◎ 悪質な勧誘を行う事業者に
は反応しない
◎ 訪問・電話勧誘の場合は、
クーリング・オフによる契
約解除が可能です。早めに
ご相談ください

その他にも･･･「使い捨てマスクが届いたが、注文した覚えがなく、請求書も入っていな
い」といったトラブルの相談も増えています。身に覚えのない荷物が届いてもあわてて
事業者に連絡したりせず、使用しないで保管し、14日間経ってから処分しましょう。
『おかしいな』『困ったな』と思ったら…

まずは
消費者ホットライン

局番なし

いやや
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■□■県消費生活センターの相談最新情報 （2020年1月～3月）■□■
相談内容上位３件
1

健康食品・化粧品

主な内容
◎「無料」や「お試し価格」の１回だけのつもりで注文したら、
定期購入が条件だった
◎ 解約するために電話をかけても業者につながらない など

2

不当・架空請求

◎ 架空の公的機関をかたる架空請求ハガキ
◎ 出会い系サイトや占いサイト、アダルトサイト情報などの
利用料・ 登録料の不当請求
◎ 身に覚えのない架空請求 など

3

インターネット
通信サービス

◎ 光回線やインターネットサービスプロバイダーとの契約に
関するトラブル

最も多かった相談は「健康食品・化粧品」で、「無料」や「お試し価格」などの健康食品等を通信販売
で１回だけのつもりで購入したところ、定期購入になっており解約したいとの相談が多く寄せられていま
す。身体に合わない、期待した効果がないからといって解約・返品できるとは限らないため、注文をする
前に条件等をよく確認してから購入するようにしましょう。
また、「不当・架空請求」に関する相談も多く寄せられています。「特定消費料金未納に関する訴訟最

終告知のお知らせ」などの記載のあるハガキ等で、身に覚えのない請求には応じないようにしましょう。

消費期限と賞味期限は、どうちがう？
さが食育キャラクター

たべんばくん

消費期限とは？
「安全に食べられます」という期限を示しています。
おもに、お弁当やおかずなど、傷みやすい食品につ
けられます。

こんな食品に表示されます

賞味期限とは？
「品質が保たれ、おいしく、安全に食べられます」と
いう期限を示しています。消費期限に比べ、傷みにく
い食品につけられます。
日付を過ぎると、すぐに食べられなくなる、というわ
けではありませんが、早いうちに食べましょう。

こんな食品に表示されます

お弁当やおかず

ここに注意！
消費期限も賞味期限も「袋や容器を開けないで」、「書かれた保存方法を守って保存している」場合の、
安全やおいしさを約束したものです。一度開けたら、早く食べてしまいましょう！

佐賀県金融広報委員会はこんな活動をしています！
金融・金銭教育活動の支援

出前講座
金融広報アドバイザーを無料で派遣して
います。学校や保護者会、地域、職場の
集まりなどでご利用ください。

小学校から高等学校に
おける金融・金銭教育
の実践や効果的な方法
を研究する
活動を支援
しています 。

講座テーマ
・お金に関する素朴な疑問や
・消費者トラブルの対策方法など

イベントやセミナー開催

金融・金銭教育に関する情報提供

く ら し をよ り 充実 したも の にす る た
めに必要な「お金」や「経済」について
わかりやすく知ることができるセミナー
等を無料で開催しています。

くらしと切り離せない「お金」につい
て、より身近に学べるよう、新聞やＷ
ＥＢで情報発信をしています。
情 報 提 供

開 催 例

・子ども佐賀新聞への寄稿
・ＷＥＢサイト「知るぽると佐賀」
での情報発信

・くらしとお金の講演会
・夏休み親子セミナー
その他にも様々な活動をしています。活動内容や出前講座
の申し込み方法など、詳しくはWEBサイトをご覧ください。

困 っ た と き の
相
談
窓
口

検索

知るぽると佐賀

ひとりで悩まず早めにお電話ください！
相談無料です!
【受付時間】9:00～17:00
土日祝日（年末年始を除く）も受付

佐賀県消費生活センター
TEL:0952(24)0999
FAX:0952(24)9567

:shouhisoudan@pref.saga.lg.jp

くわしくはコチラ

いやや

消費者ホットライン TEL

局番なし

「188」お近くの相談窓口につながります

市町相談窓口一覧（令和２年4月1日現在）

電話番号

相談日

神埼市 商工観光課

0952(37)0107

火・金

月～金

吉野ヶ里町 産業振興課

0952(37)0350

木

0942(85)3800

月～金

基山町 住民課

0942(85)8171

金

多久市 市民生活課

0952(75)6117

月・水・木

上峰町 総務課

0952(52)2181

第2・第4火

伊万里市消費生活センター

0955(23)2136

月～金

みやき町 企画調整課

0942(89)1655

月・水

武雄市消費生活センター

0954(23)9500

月～金

玄海町 住民課

0955(52)2158

金（4回/月）

鹿島市 商工観光課

0954(63)3412

月・金

有田町 住民環境課

0955(43)2105

火・木

小城市消費生活センター

0952(72)5667

月・火・水・金

大町町 企画政策課

0952(82)3112

水（3回/月）

江北町 産業課

0952(86)5615

火（3回/月）

白石町 商工観光課

0952(84)7123

木（4回/月）

太良町 企画商工課

0954(67)0312

水

相談窓口

電話番号

相談日

佐賀市消費生活センター

0952(40)7087

月～金

唐津市消費生活センター

0955(73)0999

鳥栖市消費生活センター

嬉野市 観光商工課
(塩田庁舎)
(塩田庁舎)
(嬉野庁舎)
(嬉野庁舎)

0954(42)3310

火
木

相談窓口
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