
令和元年度の県全体の相談件数は7,661件で、前年度比258件の増となり、2年ぶりに増
加しました。

年代別に見ると、60代を除き全ての年代で相談件数が増加しており、70歳以上の相
談件数が最も多くなっています。(図1)

2月末頃から新型コロナウイルス感染症の影響で、旅行や結婚式等のキャンセル、マスク
や消毒液の品薄等に関する相談などが98件寄せられました。

相談内容上位５位 R元年度（H30年度） おもな内容

相談総件数は でした。(前年度より258件増加しました）

年代別
相談件数

20歳未満

2.8％

30歳代

8.7％

（218件）

(678件)

20歳代

8.9％

(666件)

40歳代

12.9％

(985件)

50歳代

14.8％

(1,137件)

60歳代

17.0％
(1,299件)

70歳以上

26.7％

(2,046件)

不明

8.2％
（632件）
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(図１)

身に覚えのない請求や利用した覚えのない料金
を請求される「不当・架空請求」に関する相談
は減少傾向にありますが、依然として相談件数
が多くなっています。

「健康食品」、「化粧品」に関する相談が前年
度に引き続き増加。このうち、お試しのつもり
が定期購入になっていたという相談が多く、特
に20歳未満からの相談の中で３分の１を占め
ています。

「運輸・通信サービス」に関する相談の中で、
小中高生のスマホ利用によるオンラインゲーム
の高額課金や情報商材に関する相談が増えてき
ています。

運輸・通信サービス

金融・保険サービス

商品一般

食料品

保健衛生品

1,330件(1,439件)

887件(916件)

854件(1,061件)
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アダルト情報サイト、情報商材など

多重債務、クレジットカードなど

不審な電話・メールなど

健康食品、サプリメントなど

化粧品、マスクなど



～「初回無料」などの広告は、契約内容の確認を～

｢無料お試し｣｢初回500円｣などの広告を見て、｢１回だけ｣のつもりで健康食品や化粧品な

どを注文したところ、定期購入契約だったという相談が多数寄せられています。

●インターネット通販を始め通信販売は

クーリング・オフ制度がありません。

●1回目の商品を低価格で購入できるこ

とが強調して表示されていることが多

くあります。

●定期購入が条件であることやその期間

中に解約できないことは、小さな文字

で申込画面の最後の箇所に記載されて

いることがあります。

注文画面は最後まで確認をしないとト

ラブルの原因となります。

「お試し」のつもりが定期購入に!?

無料や低価格などのうまい話には何か理由があると思って、慎重に検討しましょう

「無料」だから大丈夫！

「大人」で登録した方が制限
がないし、バレないだろう

親のクレジットカードだから
使ってもいいかな…

子どものオンラインゲーム
「課金トラブル」が増加！

トラブルを防ぐためのポイント

①家族でオンラインゲームの利用について確認する

②保護者はクレジットカードの管理について注意する

③端末に登録してある情報の管理を確認する

④「フィルタリング」や「ペアレンタルコントロール」機能などを使う

今一度、注意点を確認し、利用金
額や時間などのルールについてご
家族で話し合ってみましょう。

はじめは「無料」と思っていても、夢中になると
ついアイテムなどにお金を使ってしまうという人
が少なくありません。

ほとんどのゲーム会社は、未成年が有料サービス
を利用する場合、上限を設けています。

未成年であっても年齢を成年と偽って登録し

て利用した場合、契約を取り消すことが難し
くなります。

クレジットカードは契約者以外が使用することは

禁止です。家族間であっても使用してはいけま
せん。

通信販売で｢お試し価格500円｣の健康食品を

注文。1回限りと思っていたが、翌月2回目が届き、

請求金額が高額になった。解約したいが電
話がつながらない。

あの有名人も愛用中
なら使ってみよう

お試しのつもりが定期購
入になっていた。
解約したいが、業者と連
絡が取れない。

初回無料だし、
1回だけのお試
しなら…

1回だけの
つもりだっ
たのに…

新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休校や外出自粛が続くなか、お子さまのオンライン
ゲームの利用において、高額な請求が発生する「課金トラブル」が増えています。

こんな金額
支払えない…



「強引な勧誘だった」、「悪質な業
者かも？」などの情報があればご連
絡ください。
お寄せいただいた情報はすべて国

民生活センターに報告され、消費者
に対する注意喚起や啓発に役立てら
れています。

《情報をお寄せください！》

「困ったな」、「おかしいな」と思ったら・・・

消費生活センターにご相談ください
消費トラブルの解決に向けてアドバイスやあっせんを行います

佐賀県消費生活センター

0 9 5 2 ( 24)0 999
shouhisoudan@pref.saga.lg.jp

受付時間

９：００～１７：００

土日祝日(年末年始を除く)も受付

※来所での相談も可能ですが、お越しの際は事前にご連絡ください。

お問い合わせ

行政サービスなので

相談は「無料」で、
相談内容や個人情報な
どの秘密は守られます。

消費者と事業者とのトラブル
について相談を受け付けています。
問題解決のための助言やあっせん、
各種情報を提供してい
ます。

身に覚えのない料金の請求が届いた

｢簡単にもうかる仕事がある」と
言われて契約したが借金が残った

無料動画を見ただけで登録完了
になり、高額な請求をされた

「お試し」のつもりが定期購入
が条件だった

消費者ホットライン  局番なし１８８(いやや！) お近くの相談窓口につながります

くわしくは
コチラ！

訪問販売で強引に契約させられた

ひとりで悩まずお早めにお電話ください☎

専門の相談員が対応します

若者向け 消費者トラブル
未然防止啓発キャンペーン

夏休みに入る前、県内の高校生に
向けて、若者に多い消費者トラブル
やその対処法、消費生活相談窓口な
どを知ってもらうため、リーフレッ
ト・チラシを配布しました。
各高校で、三者面談などの際に、

生徒・保護者に対し、この啓発資料
を用いて未然防止を呼びかけました。

実施実績： １７校 約７,200組

ネット通販トラブルに注意！

★詳しくは、くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当まで

解約や返品などの契約条件を
必ず確認しましょう

注文前に事業者の所在地や連絡先
などをよく確認しましょう。

連絡方法がメールのみ、日本語表
記が不自然な通販サイトは危険！

支払い方法が複数用意されている
ショップを選びましょう。



Copyright © 2020 Saga Prefecture. All Rights Reserved.

相談窓口 電話番号 相談日

神埼市 商工観光課 0952(37)0107 火・金

吉野ヶ里町 産業振興課 0952(37)0350 木

基山町 住民課 0942(85)8171 金

上峰町 総務課 0952(52)2181 第2・第4火

みやき町 企画調整課 0942(89)1655 月・水

玄海町 住民課 0955(52)2158 金（4回/月）

有田町 住民環境課 0955(43)2105 火・木

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

佐賀県消費生活センター
0952(24)0999 

市町相談窓口一覧（令和２年4月1日現在）

☎

消費者庁
消費者ホットライン
イメージキャラクター イヤヤン

◆消費者ホットライン 局番なし「１８８」
お近くの相談窓口につながります

『泣き寝入りは超いやや
（188）』で覚えてね！

ひとりで悩まずまずは相談！または

FAX:0952(24)9567
:shouhisoudan@pref.saga.lg.jp

困ったときの相談窓口

佐賀県金融広報委員会からのお知らせ

（佐賀県 くらしの安全安心課内）

検 索知るぽると佐賀

佐賀県金融広報委員会事務局

子どもたちは、１億円分
の模擬紙幣や本物の硬貨が
入った袋を持ってみたり、
お札の偽造防止技術につい
てはブラックライトを使い
特殊発光インキの確認をし
たりするなど、初めての体
験に目を輝かせていました。

★佐賀県金融広報委員会は様々な活動をしています。詳しくは、WEBサイトをご覧ください。

▲ブラックライトによる偽造防止技術の体験

▲お金博士授与

小学生の子どもたちがお金と金融機関の役割や普
段見ることができない金融機関の内部を見学する
「夏休み親子セミナー」を開催しました。
平成20年度から始まったこのセミナーも今年で13

年目となります。日本銀行佐賀事務所および佐賀銀
行との共催で8月4日に佐賀銀行本店(佐賀市)にて、
また、日本銀行佐賀事務所および九州ひぜん信用金
庫との共催で8月6日に九州ひぜん信用金庫本店(武
雄市)にて開催。小学生とその保護者など、2日間で
計74名が参加しました。

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 月～金

鳥栖市消費生活センター 0942(85)3800 月～金

多久市 市民生活課 0952(75)6117 月・水・木

伊万里市消費生活センター 0955(23)2136 月～金

武雄市消費生活センター 0954(23)9500 月～金

鹿島市 商工観光課 0954(63)3412 月・金

小城市消費生活センター 0952(72)5667 月・火・水・金

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 木

嬉野市 観光商工課

(塩田庁舎)

(嬉野庁舎)

火
0954(42)3310


