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高齢者の消費者トラブル

青森県消費生活センター

☎017-722 -3343
弘前相談室 ☎0172-36-4500

青森相談室は、
土・日・祝日も
相談受付中！

八戸相談室 ☎0178-27-3381 むつ相談室 ☎0175-22-7051
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マスコットキャラクター
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巧妙 強引
強引 な
気をつけて!
気を けて!
て! 高額 巧妙

高齢者の消費者トラブル
自宅にいることの多い高齢者をねらい、電話で高額な投資契約や詐欺的な契約を
誘ったり、突然訪問し強引に契約を結ぼうとする業者が後を絶ちません。
地域みんなで気をつけて、被害を防ぎましょう。

県内の高齢者の契約総額

約11億1千万円
1億1千万
千万円
円

約7億1千万円
◆平成19年度

◆平成23年度

被害を
を
招く

高額な

青森県消費生活センター
マスコットキャラクター

県内65歳以上の相談から（青森県消費生活センター）

テルミちゃん

投資トラブル
例
事

被害者の5割以上が高齢者
5 割以
が高齢者
被害者の5
割以上が高齢者
者

65歳未満
46%

65歳以上

54%

未公開株、5千万円以上
複数の業者から電話があり、
「もうかる」と
の情報を得るたびに未公開株を購入し続け、総
額5千万円以上になった。中にはすでに連絡の
とれなくなった業者もある。
最近、手持ちの未公開株を高く買うと言う業
者が現れた。私財が底をついてきたので、少し
でもお金を取り戻したい。
（70歳代 男性）

ワンポイント
アドバイス
もうけ話を簡単に
信じない！

例
事

貴金属の買い取り（押し買い）
被害者の4割以上が高齢者
1時間もねばられて…

強引な
手口に注意!
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65歳以上
65歳未満
59%

41%

貴金属買い取り業者を名乗る男
が突然たずねてきて、
「貴金属が
医療機器の材料になる。売ってくれれば、心臓の悪い人が助か
などと言われ、1時間もねばられた。結局、指輪1点を3千円で売
次の日も同じ男が2度も訪ねてきたが、怖いので居留守をつか
売った指輪はいらないので、もう来ないで欲しい。 （70歳代

あやしいなと思ったら早めに消費生活センターへ

様々な役者が
登場する

劇場型勧誘
被害者の6割が高齢者
例
事

65歳未満
40%

例
事

そのはなしホント

過去に1千万円以上の未公開株の被害にあった。
先日、
「社債を購入すれば、手元にある未公開株を
売ってあげます」との電話があった。損失を取り戻
すため、社債を30万円で購入したが、信用できるか
不安だ。
（80歳代 男性）

外国通貨に関するパンフレットが届き、
「今、通貨を
買っておけば、必ず価値が上がってもうかる」との説
明を信じて、借金をしてA社・
B社から計400万円以上も購入
した。
C社・D社からは「高値で買
い取る」と言われていたが、数
日前から連絡がとれない。
（70歳代 女性）

?!

60%

だましの劇場!
例
事

手持ちの未公開株
売ってくれる？

外国通貨を高値で買い取る？

巧妙な

65歳以上

カタログ受取った人しか
買えない仏像？
A社から「B仏具店から
仏像のカタログが届くの
で譲って欲しい」と電話
があった。カタログが届
きB店 に 問 い 合 わ せ た と
ころ、
「高名な仏師が制作した大変価値の
ある仏像だ」と説明された。
再びA社から電話があ
り、
「カ タ ロ グ を 受 取 っ
た人でなければ仏像を
買うことができない。か
わりに買ってくれれば、
高く買い取る」と言われ
た。どうしたらいいか。
（70歳代 男性）

ワンポイント
アドバイス
お金を支払う前に
相談を！

例
事
ワンポイント
アドバイス

怖くなって言われるままに契約…
貴金属の買い取り業者が突然たずねてきた。
とりあえず20数点を取り出して見せたところ、その中から金やダイヤ
モンドなどを選び、
「名前を書いて」と強引に紙を渡された。
怖くなって言われるままに名
前を書いたら、3万円を置いて貴
金 属 を 持 っ て 行 っ て し ま っ た。
後悔してその業者に電話したが、

かる。」
売った。
かった。
女性）

「お金を受け取っただろう」と一
蹴され、その後は全く連絡が取
れない。
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（60歳代 女性）

特定商取引法の一部が
改正され…

◆突然訪問して買い取
ること（押し 買い）
は、禁止されます。
◆クーリング・オフが
可能になります。

へんだなと思ったら早めに消費生活センターへ

こんなトラブルもあります
ペットの購入は慎重に！
展示販売で購入した子犬が、数日後に死亡してし
まった。診察した獣医師からパルボウィルスの疑い
があると言われた。潜伏期間を考えると、子犬を受
取る前に感染したものと思われ、業者にこれまでの
治療費を請求したが、
「ペット
の保険に未加入なので補償は
できない」と拒否された。
購入代金の
返金と治療費
を請求したい。
（30歳代 女性）

青森県の
事例

無料…？結婚相手紹介サービス
結婚相手紹介所の無料お見合いサービスの案内が
届いた。無料サービスを受ける条件として、二世帯
住宅か現金500万円かダイヤモンドの指輪を持って
いなければならず、担当者に何もないことを伝える
と、100万円の指輪を勧められ、購入することになっ
た。しかし、販売店に
自分から電話で申し込
むように指示されるな
ど不信を感じたので、
すぐにキャンセルした
が、解 約 金60万 円 が
必要と言われた。
（40歳代 男性）
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引き渡しの前に病気に感
染していた等の診断書があ
れば、保険に加入しているか否かにかかわらず、補
償しなければなりません。治療費の請求も可能です。
ペットを購入する場合は、契約内容だけではなく、
都道府県に登録された正規の業者であること、衛生
管理がいき届いた施設で飼育されていること等を確
認しましょう。

「無料」をうたいながら、
高額な契約を勧められた場
合は、即決せずよく考えましょう。
サービス期間が 2 ヶ月を超え、5万円を超える結
婚相手紹介サービスの契約であれば、クーリング・
オフが可能です。サービスを受けるために購入する
必要がある商品は「関連商品」とみなされ、同様に
クーリング・オフが可能です。

強引なトイレファンの訪問販売

海外から届く高額当選の手紙

トイレファンの点検に来た業者から「線が焦げて
いる」と交換を勧められた。
「家族に相談してから」
と言ったが、
「早く工事をしないと火事になる」とせ
かされ、工事を依頼し6万円を現金で支払った。
帰宅した家族が見たところ、
焦げた様子がない
ため、すぐに業者
にクーリング・オ
フを告げたが、
「で
きない」と拒否さ
れた。
（80歳代 男性）

海外からエアメールが届いた。手紙のシールをは
がすと、
「1億円の賞金がストックされている」とあっ
た。当選した賞金を獲得する
ため、2千円を支払い手続きす
る必要があり、郵便小為替か
クレジットカード番号を記入
した申込書を返送
するようにと書か
れている。信用で
きるのか。
（20歳代 女性）
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訪問販売では、勧誘に先
立って販売が目的であるこ
とを告げなければなりません。
また、訪問販売は、着工していても8日以内であ
ればクーリング・オフが可能です。
期間内にもかかわらずクーリング・オフを拒否す
る悪質な業者との対応で困ったら、消費生活セン
ターにご相談ください。

賞金が当たっていると思
わせ、お金を振り込ませた
り、個人情報を得ることが目的と考えられます。申
込み金が数千円程度と手軽なため、つい手続きして
しまうケースもありますが、書類を返送することで
こちらの所在が明らかになり、次の勧誘の呼び水と
なりかねません。無視するのが一番です。

おかしいなと思ったら早めに消費生活センターへ

気を
つけよう

家庭用電気マッサージ器に注意！
服、髪が巻き込まれ窒息する事故や
転倒、挟まれるといった事故が起きています。
❶家庭用電気マッサージ器のカバー（布・革など）を外したり、
破れた状態での使用は大変危険です。絶対にやめましょう。
破れ等は必ず修理してから使用しましょう。
❷子どもを家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。
❸使用後は安全のため、電源スイッチを切っておきましょう。

感電防止用コンセントキャップに注意！
使用経験者から「子どもがキャップを外した」、
「子どもがキャップを
口に持って行った」との情報が寄せられています。
❶目立つデザイン、明るい色のキャップは、乳幼児の興味を引き
やすく、必ずしも安全対策にならないこともあります。
❷キャップをつけていても過信は禁物です。
❸子どもに感電の危険性について教えましょう。
（出典：東京都生活文化局）

寒い季節の食中毒に注意！
食中毒は、12月から2月にかけ多く発生しています。
❶寒い季節の方が起こりやすいウィルス性の
食中毒があります。
❷ウィルス性食中毒の予防ポイント
1．手洗いをしっかりしましょう
2．火をしっかりと通して食べましょう
3．食中毒になった人の便や吐いたものは正しく片付けましょう

スマートフォン情報 セキュリティ3ヵ条
1 OS
（基本ソフト）
を更新
OSの更新（アップデート）が必要です。古いOSを使っていると、ウィルス感染の
危険性が高くなります。通知がきたら、最新版をインストールしましょう。

2 ウィルス対策ソフトの利用を確認
携帯電話会社などからモデルに応じたウィルス対策ソフトが提供されています。
携帯電話会社に確認しましょう。

3 アプリケーションの入手に注意
ウィルスの混入したアプリケーションもあります。OS提供事業者や携帯電話会社
などが安全の審査を行っているアプリケーション提供サイトを利用しましょう。
インストールの際にはアプリケーションの機能や利用条件に注意しましょう。
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あぶないなと思ったら早めに消費生活センターへ

安全に
使いましょう！

消 費 者 ボ ード
出前講座

第48回青森県消費者大会

「消費生活」に関することなら

テーマ

悪質商法や消費生活に関する各種出前講座
を用意しています。地域の勉強会や研修会、
集会などにお気軽にご利用ください。

「食の安全・安心
―次世代を守るために
共に考えよう―」
日 時
会

場

内

容

平成24年11月6日（火）
10：00〜15：00

「寸劇付きの出前講座」はわかりやすいと大評判！
！
基調講演講師

川口 浩一 氏
ATV青森放送アナウンサー

県民福祉プラザ
（青森市中央三丁目）

市町村や学校、消費者団体などからの
依頼を受けて、研修会や学習会に講師を
派遣しています。

☎017−722−3348
（青森県消費者協会）

再生可能エネルギーの
固定価格買取制度
会社が買い取り、買い取りに要した費用をみんなが負担する制度です。
負担額は使用量に応じて電気料金の一部として支払います。適応
単価は、現行の太陽光発電促進付加
金とあわせ平成24年度においては
26銭/kWhです。
問い合わせ先

問い合わせ先

☎017−734−9209
（青森県金融広報委員会）

青 森 県 で は、平 成24
年度から5年間の「青森
県消費生活基本計画」を

太陽光や風力など再生可能エネルギーを用いて発電した電力を電力

固定価格買取制度にご理解ご協力を

（青森県消費者協会）

青森県
消費生活基本計画

平成24年7月1日スタート

みんなで育てる
再生可能エネルギー

問い合わせ先

☎017−722−3348

「金融や経済」に関することなら

基調講演、試食、物販、寸劇 等

申込先

障害のある方等のための、寸劇・クイ
ズ・実習などを交えたわかりやすい講座
も行っています。

策定しました。
詳細は、青森県ホーム
ページをご覧ください。

☎0570−057−333

資源エネルギー庁 再生可能エネルギー推進室
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/

http://www.pref.aomori.lg.jp/

困ったときは、最寄りの相談窓口へ
消費者ホットライン

☎0570−064−370

（お近くの消費生活相談窓口につながります）

青森県消費生活センター
（青森相談室）
同

（弘前相談室）

同

（八戸相談室）

同

（むつ相談室）

青森市民消費生活センター
弘前市市民生活センター
八戸市消費生活センター
五所川原市消費生活相談室
むつ市消費生活センター

お気軽にご相談ください。

（ゼロ・ゴー・ナナ・ゼロ

守ろうよ、
みんなを）

☎ 017−722−3343

平日９時〜18時
土・日・祝日10時〜16時

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎

0172−36−4500

平日９時〜17時

0178−27−3381

平日９時〜17時

0175−22−7051

平日９時〜17時

017−722−2326

平日８時30分〜18時

0172−34−3179

8時30分〜16時30分
（月曜日休）

0178−43−9216

平日８時15分〜17時

0173−33−1626

平日９時〜16時30分

0175−22−1353

平日９時〜15時30分（12時〜13時除く）

http://www.aca.or.jp/

発

行

青森県環境生活部県民生活文化課

QRコードで簡単電話番号登録。

〒030−8570 青森市長島1−1−1
TEL 017−734−9209 FAX 017−734−8046

企画編集

特定非営利活動法人青森県消費者協会

〒030−0822 青森市中央3−20−30 県民福祉プラザ5F
TEL 017−722−3348 FAX 017−722−3414

青森県消費生活センター
マスコットキャラクター

■本誌は年2回（2月・9月）発行です。
■この印刷物は10,000部作成し、印刷経費は1部当たり35.7円です。

テルミちゃん
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この印刷物は環境に配慮し、
再生紙を使用しております。

