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お正月は、餅を食べる機会が多くなります。餅は食品の中でも、窒息事故が起
きやすい食品のため、普段、食べていない高齢者は特に注意が必要です。

入浴中の事故は、持病や前兆がなくても起こるおそれがあります。事故を防止
するため、家族や周囲の方と一緒に入浴習慣を見直しましょう。

みんなで防ごう、冬季に多い高齢者の事故！

● 餅はあらかじめ食べやすい大きさに、小さく切ってお
きましょう。

● 餅を食べるときは、少量ずつ口に入れ、よくかんで食
べましょう。

● 先にお茶などを飲んで、喉を潤しておきましょう。
ただし、餅がうまく飲み込めないからといって、お茶
や汁物などで無理やり流し込もうとするのは危険です。

●入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。

●湯温は４１度以下、湯につかる時間は１０分を目
安にしましょう。

●浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。

●食事やお酒、医薬品を服用した直後の入浴は控え
ましょう。

●同居者は入浴中の高齢者の動向に注意しましょう。

●入浴前に家族に一声かけましょう。

冬は高齢者が餅の窒息事故や入浴中の溺水事故などを起こしやすい季節です。これらの事
故を防ぐため、高齢者本人だけでなく、家族などの同居者、親せきなど身近にいる方々も一
緒になって事故防止の対策について考えましょう。

誤嚥などの事故
(餅による窒息事故)

事故を防ぐためのポイント

入浴中の事故

事故を防ぐためのポイント

その他にも、高齢者の「転倒・転落」による不慮の事故

も多く発生しています。本人だけでなく、家族や親せきな

ど高齢者の身近にいる方々が一緒に注意することや見守る

ことが大切です。

苦しい･･･

大丈夫
かな…
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■□■ 県消費生活センターの相談最新情報 ■□■（2020年4月～9月）

相談内容上位３件 主な内容

1

2

3 保健衛生品

◎ 副業サイトに登録し、高額な情報商材をクレジットカードで購
入した。収入が上がらないので解約したい。

◎ 通信販売で健康食品等を「無料」や「お試し」のつもりで注文
したら定期購入が条件だった など。

◎ ネット通販の「お試し」で化粧品を注文したら定期購入だった。

◎ 注文した覚えのないマスクが届いた、ネットで注文した商品が
届かない など。

最も多かった相談は「運輸・通信サービス」で、副業サイトなどで「簡単に稼げる方法」を教えるといった

情報商材に関する購入トラブルの相談が増えています。悪質な事業者は、すぐに返済できると説明し、クレジ

ットカードなどで高額な契約を結ばせますが、一旦契約すると解約・返金が困難な場合が多くあるため安易

に契約しないようにしましょう。

◎ アダルト情報サイトなどの利用料、登録料の不当請求 など。

食料品

運輸・通信サービス

甘い言葉を信用しないで！必ずもうかる、簡単に稼げる、高額配当！

新型コロナウイルス感染拡大に伴う在宅時間の増加や収入の減少で、副業や投資に興味を持つ人が増えてい
ます。「必ずもうかる」や「簡単に稼げる」などをうたう悪質な事業者とのトラブルに関する相談が寄せられ
ています。

誰でも簡単に短期間で大金を稼げる、「おいしい話」はありません。

その他にも･･･

●クレジット契約や借金をしてまで高額な

契約を結ばせ、借金だけが残ったという

ケースもあります。契約の為に借金をす

るのはやめましょう。

●一旦契約すると解約・返金が困難な場合

が多くあるため、安易に契約しないよう

にしましょう。

「高額配当の投資方法を教えます」という

情報商材の勧誘を受け、クレジットカード

で高額な契約をしたが、全くもうからない。

解約したいが、業者と

連絡が取れず、借金だ

けが残った。

事業者と連絡が取れなくなる

場合もある為、契約は慎重に！

少しでも内容に疑問がある場合や理解できない場合は、すぐに契約せずに家族や友人に相談しましょう。

「簡単な作業」、「短期間でラクに稼げる」とう

たうSNS広告を見て、副業サイトに登録。

ネットの副業サイトに登録ネットの副業サイトに登録

短時間で効率
よくバイト！

私でも簡単に
できそう･･･

写真投稿するだけで毎日
1万円を稼げる！

高額な初期費用を支払った

が、最初の説明と違い思っ

たように収入が得られず、

高額なクレジット請求だけ

が残った！

また、健康食品や化粧品の通信販売で1回だけの「お試し」と思って購

入したところ定期購入だったというトラブルも依然として多く、その他には、新型コロナウイルス感染拡

大の影響によるマスクや消毒液の品薄に関する相談も寄せられています。



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

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！

大手電話会社の子会社を名乗る事業者から

「2020年以降アナログ回線が廃止される。

今の電話が使え

なくなるので光

回線に切り替え

ないか」という

不審な電話がか

かってきた･･･

少しでも内容に疑問がある場合や理解できない場合は、その場で契約せずに家
族や周囲の人に相談しましょう。「おかしいな」、「こまったな」と思ったら、
ひとりで悩まず、消費生活センターへご相談ください！

NTT東日本とNTT西日本は2024年1月以降、固定電

話のIP網移行に伴う電話会社内の設備切り替えを予定

しています。これに便乗して、固定電話や固定電話の

電話番号が使えなくなるといった勧誘文句で営業をす

る事業者に注意しましょう。

IP網移行後も、現在使用中の電話機や電話番号はその

まま使うことができます。設備切り替えに伴う工事も

不要です。

固定電話が使えなくなる！？

IP網への移行に便乗した勧誘に注意！

お使いの電話
機は使えなく
なりますよ！

えっ⁉
本当…

アンケート結果

警告メッセージ・自動録音でトラブル減少「効果あり」86％！

●ニセ電話詐欺防止の効果あり

防犯機能付き電話機や
自動録音装置を設置しましょう

アンケート結果

①設定前に比べて悪質な事業者
からの電話は減りましたか

②設置後、不要な契約をするな
どのトラブルはありましたか

③通話録音装置を引き続き
設置したいですか

④通話録音装置を知人に
勧めたいと思いますか

減った 46％

40％

自費で修理
(または購入)
でも設置したい故障するまで

は設置したい
39％52％

勧めたい

81％

とても減った

ない

96％

ある
1%

覚えていない
2％

無回答
13％取り外したい

4％

「自動通話録音装置」の

佐賀県くらしの安全安心課は佐賀県警と協力し、

令和元年8月、県内の高齢者等の見守り世帯を対

象に、自動通話録音装置の効果を検証するための

アンケートを実施しました。その結果、「振り込

め詐欺や悪質な事業者からの電話勧誘等による被

害の未然防止に効果がある」ことが分かりました。

これらの機器は着信時に「防犯被害防止のため

通話内容を録音します」などの警告メッセージを

流して、通話内容を自動録音します。

家電量販店などで

購入できるので、ど

ちらかの機器を設置

して、ニセ電話詐欺

の被害を未然に防ぎ

ましょう。

効果を検証しました！

勧めたくない
6％

無回答
１％

無回答
2％

わからない：8％

変わらない：4％

増えている：0％

無回答
5％
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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）

☎ または

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

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

『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！

◆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

困ったときの相談窓口

（佐賀県 くらしの安全安心課内)
）

佐賀県金融広報委員会事務局【お問い合わせ】

TEL:0952-25-7059

住宅は賃貸と購入とどちらがいいの？保険って身近だけどよく分からない･･･
子どもの教育費がなかなか貯まらない！などお金に関する不安や疑問にお答えします！

これからの生活設計考えてみませんか

佐賀県金融広報委員会からのお知らせ

(先着順 要申込)

20名各会場

申込期限：1月18日(月)

※無料託児あり(要申込)
託児申込期限：1月13日(水)

定員 ①神埼会場

1月26日(火)
令和3年

14時00分～16時00分

神埼市千代田文化会館
(はんぎーホール)研修室2

講 師

②佐賀会場

1月28日(木)
令和3年

9時45分～11時45分

アバンセ4階 第２研修室A

講 師

当イベントにおける新型コロナウイルス感染予防対策について

●マスク着用をお願いします。●熱がある方や咳・咽頭痛の症状のある場合はご来場をお控え下さい。

:saga@shiruporuto-net.jp

受付開始 13時30分～ 受付開始 9時15分～

支店長

金融広報アドバイザー

東島 芳子 氏

野村證券㈱佐賀支店

猪野 雄介 氏

金融広報アドバイザー

廣重 啓二郎 氏

野村證券㈱佐賀支店

猪野 雄介 氏支店長


