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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（TEL:0952-25-7059 佐賀市天神三丁目2－11アバンセ3階）

新生活がスタートする春に増える「契約トラブル」にご注意！
春は進学、就職、転勤、引っ越しなど新しい生活がスタートする季節です。この時
期はさまざまな消費者トラブルに巻き込まれるリスクが高まります。商品やサービス
を勧誘されたときに次のように感じたことはありませんか？
◆買いたくないけど、契約し
ないと帰れない雰囲気…
◆強い口調で迫ら
れて、恐怖や不
安を感じる…

◆みんなが良いと言っていた
から、きっと良い商品だ！
◆今ならポイント
や特典があって
お得に感じる

置かれている状況から逃れるた

商品や契約内容の価値を
見誤っている状態

めに、自分の意思とは異なる

判断を迫られている状態

◆勧めてくる相手との関係
を壊したくないから契約
しよう
◆今さら引くに
引けないな…

思考の範囲が狭まったり思
考力が低下している状態

このような心理状態になると、非常に危険です
ちょっと待って！その契約！トラブルを防ぐポイント
◎その場での判断を迫ってきたときは要注意！
◎相手への申し訳なさを感じても、あせらず冷静に判断する！
◎個人情報や悩み、不安などを安易に話さない！
◎「簡単なもうけ話」「必ずもうかる」は絶対にあり得ない！
◎借金してまで契約しない！ カード情報を話さない！
◎怪しいと思ったら、毅然とした態度で「きっぱり」と断る！
参考：独立行政法人 国民生活センター 2020年版 くらしの豆知識より

専門の相談員が対応します

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。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。

不安に思ったときは、県消費生活センター(TEL:0952-24-0999)
もしくは消費者ホットライン「１８８」にご相談ください！！
※お住まいの市町の相談窓口もご利用できます

消費者庁イラスト集より

■□■ 県消費生活センターの相談最新情報（2020年10月～12月）■□■
相談内容上位３件

主な内容
◎ 光回線やプロバイダーとの契約に関する相談。

1

運輸・通信サービス

◎ スマホやタブレット端末の契約・解約に関するもの。
◎ 副業サイトやSNSからの情報商材の購入トラブル など。

2

食料品

◎ 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。解約したいが電話がつながらない。

3

教養娯楽品

◎ 訪問販売による新聞購読の強引な勧誘等に関するトラブル、新聞
が不要となった高齢者の解約、電子タバコの定期購入に関する相
談 など。

最も多かった相談は「運輸・通信サービス」で、「光回線の料金が安くなる」と電話で勧誘されて契
約したが、料金が変わらない、もしくは高くなったので解約したいなどの相談が増えています。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。
また、健康食品の通信販売で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、訪問販売による新聞購読の強引な勧誘や高齢者の解約トラブル
に関する相談や電子タバコの定期購入などの相談も寄せられています。

「火災保険の申請をサポートする」と勧誘する事業者に注意！
【相談事例】

ひとり暮らしの高齢者宅に、「台風被害の状況確認に伺います」という電話がかかってきた。加入して
いる損害保険会社の関係者と思い、訪問を了承した。確認後、「見積書を作成する」、「保険会社への申
請を代行する」と勧誘されて契約したが、業務報酬として保険金の40％と高額な手数料がかかることが分
かった。途中で解約する場合は高額な解約料が請求される。
「台風被害の確認のために訪問する」という電話が
かかり、訪問を承諾。しつこい勧誘を受け、「火災
保険の申請サポート」を契約したが･･･
台風被害にも火災保険
が使えるので申請を手
伝いますよ！

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日間です。
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。

手数料をもら
うけどね…

手数料が40％!?
途中で解約した場合は
高額な解約料の請求が!!

困ったわ･･･
こんなことに
なるなんて

ｖ

●「火災保険が使える」と勧誘された場合、
実際に保険金が支払われるかどうか、ど
のような手続きが必要かなど、契約前に
加入先の損害保険会社(共済)に相談し
ましょう。
● 契約をすると高額な手数料を請求される
ことがあります。また、途中で解約する
と高額な解約料が発生する場合があるの
で、すぐに契約せずに家族や周囲の人、
お近くの相談窓口に相談しましょう。

18歳から『大人』に！ ～成年年齢が引き下げられるとどうなるの？～
2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。未成年者は取引の知識
や経験が不足し、判断力も未熟であることから法律で保護されていますが、成年に達する
と親の同意を得ずに自分の意志で様々な契約ができるようになります。
つまり、契約を結ぶかどうかを自分で決め、その契約についての
責任も自分で負うことになります。今後、成年になることの意味や、
契約等についての正しい知識を周囲の大人が子どもたちへ伝えてい
く必要があります。

《成年年齢引き下げによる変化》
18歳からできること

消費者被害に注意！

◎親の同意なしで、クレジット

カードやローンの契約
《成年に達したばかりの若者がねらわれる》

◎10年間有効なパスポート取得
◎公認会計士や司法書士などの国家
資格取得
◎結婚（男女ともに18歳）
◎性同一性障害の人の性別変更申し立て
など

20歳のまま（変更なし）
◎飲酒、喫煙

スマホやSNSの情報をきっかけに、好奇心やアル
バイト感覚などから若者がトラブルに巻き込まれる
ケースは少なくありません。
成年年齢引き下げに伴い、未成年者の消費者被害
を抑制する役割を持つ未成年者取消権が行使できな
くなるため、悪質業者が社会経験の乏しい18歳にな
ったばかりの若者をターゲットにすることが懸念さ
れています。
偽の副業サイト

マルチ商法

デート商法

◎養子を迎える
◎競馬や競輪などの公営ギャンブル
◎大型・中型自動車運転免許の取得
など

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」、「困ったな」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！
参考：独立行政法人 国民生活センター 2021年版 くらしの豆知識より

出前講座のご案内

無料で講師を派遣しています！

消費者トラブルの未然防止のために啓発活動を行っています。注意喚起資料や出前講座
のお申し込みなどは、くらしの安全安心課 消費相談啓発指導担当へ
TEL：0952(25)7059

kurashianzen@pref.saga.lg.jp

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、必要な対策を講じています。
参加される皆様には、「3密」を避けるための対策、手指の消毒、マスク着用
にご協力いただきます。また、リモート方式で講座を行う場合もあります。
◆詳細はホームページをご覧ください。

佐賀県消費生活センター

検 索

誰もが安全に消費生活を送れる佐賀県を目指して
少子高齢化や社会の高度情報化が進み、消費者を取り巻く環境
が目まぐるしく変化する中、消費者被害も多様化し、更に深刻化
しています。
特に昨今は、新型コロナウイルス感染症の便乗詐欺が発生して
おり、また、情報商材を利用した悪質商法や、健康食品等の定期
購入などの消費者トラブルの相談も増加しています。
佐賀県では今後も、関係団体や市町と連携しながら、消費生活
のトラブル防止と発生時に十分な救済を図れる相談体制を確保し、
県民の皆さまが安全安心に暮らせるよう努めてまいります。
よしのり

佐賀県知事 山口祥義

困ったときの相談窓口

一人で悩まず早めにお電話ください
いやや

◆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

佐賀県消費生活センター
TEL： 0952(24)0999
FAX:0952(24)9567
:shouhisoudan@pref.saga.lg.jp

【受付時間】9：00～17：00 相談無料
土日祝日(年末年始を除く)も受付
※相談では詳細な経緯などをお聞きすることから
終了時刻の30分前までにお電話ください

市町相談窓口一覧（ 令 和 ２ 年 4 月 1 日 現 在 ）

少しでも不安があったらすぐ相談を！
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)
(嬉野庁舎)

0954(42)3310

火
木

相談窓口

消 費 生 活 情 報 は 県 ホ ー ム ペ ー ジ で ご 覧 い た だ け ま す ！ ！
佐賀県庁ホームページから、「くらし・子育て」⇒「消費生活・食生活」とお進みください。
トラブル情報やイベントのお知らせ、消費者教育の活動状況などを発信しています！
ぜひ、ご覧ください。
佐賀県 消費生活・食生活
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