
 

 
            

 
            

 

消消費費者者被被害害防防止止ササポポーータターーニニュューースス    

SSuuppppoorrtteerr  NNeewwss  
２２００２２００年年１１２２月月２２５５日日発発行行 第第１１６６号号 

研研修修テテーーママ  最最新新のの消消費費者者被被害害をを知知ろろうう  ～～新新型型ココロロナナウウィィルルスス関関連連もも含含めめてて～～  

コーププラザ春日部（春日部市） 

ウｪスタ川越（川越市） With You さいたま（さいたま市） 

サポーターフォローアップ研修を開催しました。 
  ２０２０年９月～１０月に県内４か所で開催し、１３６人が参加しました。 
今年度はコロナ対応のため、各会場とも定員を半数とし、参加者に検温とアルコール消毒の協力を 
いただき、換気を行いながら開催しました。  
各会場とも定員を上回る申込みがあり、ご参加いただけなかったサポーターの皆さんが多く 
また遠方の会場のため行きたいけれど参加が難しいとの声も多数いただきました。 
今回のサポーターニュースはサポーターフォローアップ研修特集号としてお送りします。 

リリックおがわ（小川町） 

©埼玉県 2005 2014   

4 会場の様子    各会場 サポーターのみなさんから質問が出されていました 



 
 
【研修の内容について】 
・・ココロロナナ関関連連のの事事例例もも含含めめてて学学べべたたののででととててもも参参考考ににななっったた。。  
・・ククーーリリンンググ・・オオフフ通通知知はは、、一一度度書書いいててみみるるここととでで役役立立ちちままししたた。。                ○c 埼玉県 2005  
・・ハハガガキキでで通通知知すするるののががよよいいとと知知りりままししたた。。  
・・初初めめててククーーリリンンググ・・オオフフ通通知知をを書書きき、、自自分分のの書書いいたた通通知知書書にに誤誤りりががあありり、、大大変変勉勉強強ににななりりままししたた。。  
【今後の活動に関して】 
・・高高齢齢者者宅宅へへ定定期期訪訪問問すするる際際、、本本人人家家族族へへ情情報報提提供供ししてていいききたたいい。。  
・・自自治治会会活活動動、、民民生生委委員員活活動動にに活活用用ししてていいききたたいい。。  
・・情情報報弱弱者者にに対対ししててどどれれだだけけババッッククアアッッププででききるるかかとと、、最最新新のの情情報報をを伝伝ええらられれるるかかがが大大事事ななののでで、、  
  支支援援ががいいききわわたたるるよようう身身近近なな人人達達かからら知知ららせせてて助助けけてていいききたたいい。。  
【そのほかにも・・・】 
・・高高齢齢者者ににはは、、情情報報提提供供だだけけでではは被被害害がが防防げげなないい。。寄寄りり添添っったたアアドドババイイススがが必必要要だだとと思思うう。。  
  消消費費者者被被害害防防止止ササポポーータターーのの活活用用ををおお願願いいししまますす。。  
・・ココロロナナ禍禍のの中中でで活活動動もも制制限限さされれてていいるるたためめ、、ななかかななかか思思っったたよよううなな活活動動ががででききなないい状状況況ででああるる。。  
  
☆☆ササポポーータターー同同士士意意見見交交換換ししたたかかっったた、、交交流流会会をを希希望望すするるななどどのの意意見見もも多多数数いいたただだききままししたた。。  
 

 

 

 
 
      

解約に関する事例 
・・「「感感染染症症をを懸懸念念しし、、予予約約ししてていいるる海海外外
旅旅行行ををキキャャンンセセルルししたたいいがが、、事事業業者者とと
連連絡絡ががつつかかなないい」」  

・・「「結結婚婚式式ののキキャャンンセセルルをを申申しし出出たたととここ
ろろ高高額額ののキキャャンンセセルル料料をを請請求求さされれたた」」  

・・「「予予約約ををししてていいたた航航空空機機がが欠欠航航ととななっっ
たた。。返返金金さされれるるかか心心配配だだ」」  

・・「「ススポポーーツツ教教室室がが自自粛粛でで休休みみととななっったた
ののにに会会費費をを請請求求さされれるるののははおおかかししいい」」  

高価格・品不足に関する事例 
・・「「ママススククををネネッッ  トト通通販販でで購購入入ししたたがが、、
予予定定日日にに届届かかなないい」」  

・・「「日日ごごろろ利利用用ししてていいるるネネッットトススーーパパーー
にに商商品品のの在在庫庫ががななくく困困っってていいるる」」  

新型コロナに関連する相談状況について学びました 

（（令令和和元元年年度度  埼埼玉玉県県消消費費生生活活相相談談年年報報よよりり））  

ココロロナナ禍禍のの中中、、トトララブブルルがが続続いいてていいまますす。。  
ササポポーータターーのの皆皆ささんんのの周周りりででもも、、  
同同様様ななここととがが、、あありりままししたたででししょょううかか？？    
くくれれぐぐれれもも、、気気ををつつけけてて、、ああききららめめずずにに！！  
最最寄寄りりのの消消費費生生活活セセンンタターーかか  
消消費費者者ホホッットトラライインン『『１１８８８８』』にに相相談談ししままししょょうう。。  

講義テキストより 

参加したサポーターの感想をご紹介します  



 
 
 

１１．．通信販売のトラブル 
通通信信販販売売ににはは、、テテレレビビ通通販販、、カカタタロロググ通通販販、、イインンタターーネネッットト通通販販等等ががあありりまますす。。  

 
 
 
 
 
  ・・通通信信販販売売はは、、ククーーリリンンググ・・オオフフのの対対象象外外でですす。。  
  ・・販販売売店店のの返返品品条条件件にに従従ううここととににななりりまますす。。返返品品条条件件のの記記載載ののなないい場場合合はは、、商商品品をを  

受受けけ取取っったた日日をを含含めめてて８８日日間間はは、、消消費費者者がが送送料料をを負負担担しし、、返返品品ががででききまますす。。  
  ・・商商品品代代金金ののほほかかにに送送料料やや手手数数料料ががかかかかるるここととががあありりまますす。。  
  ・・定定期期購購入入ににななっってていいたたりり、、購購入入条条件件ががああるる場場合合ががあありりまますす。。  
  ・・商商品品のの現現物物をを見見なないいでで購購入入すするるののででイイメメーージジ違違いいににななるるここととががあありりまますす。。  
  ・・イインンタターーネネッットト通通販販でではは、、おお金金をを振振りり込込んんででもも商商品品がが届届かかなないい詐詐欺欺ササイイトトもも多多くくあありりまますす。 

 
 

  

２２．．廃品、不用品の回収トラブル  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

事事例例・・・・・・「不不用用ににななっったた家家電電製製品品をを無無料料でで回回収収ししまますす」」とと、、トトララッッククでで巡巡回回ししてていいたた事事業業者者にに、、小小型型  
テテレレビビとと電電子子レレンンジジのの回回収収ををおお願願いいししたた。。  無無料料とと言言っってていいたたののにに 33 万万円円請請求求さされれ、、威威圧圧  
的的でで怖怖かかっったたかからら支支払払っっててししままっったた。。  

・・家家庭庭のの引引越越ししやや掃掃除除、、遺遺品品整整理理等等でで出出たた粗粗大大ごごみみやや廃廃家家電電ななどどはは『『一一般般廃廃棄棄物物』』でですす。。
『『一一般般廃廃棄棄物物』』のの収収集集・・運運搬搬はは、、市市町町村村のの許許可可をを受受けけたた事事業業者者ししかか行行ええまませせんん。。  

・・産産業業廃廃棄棄物物処処理理業業のの許許可可やや貨貨物物運運送送業業のの許許可可でではは、、家家庭庭のの不不用用品品のの処処理理ははででききまませせんん。。  
・・エエアアココンン、、テテレレビビ、、冷冷蔵蔵庫庫・・冷冷凍凍庫庫、、洗洗濯濯機機・・衣衣類類乾乾燥燥機機のの処処分分方方法法はは家家電電リリササイイククルル

法法でで規規定定さされれてていいまますす。。購購入入ししたた家家電電販販売売店店やや市市町町村村にに相相談談ししままししょょうう。。  

・・一一般般廃廃棄棄物物収収集集運運搬搬業業のの許許可可ななくく営営業業ししてていいるる業業者者ももいいるるののでで、、許許可可をを受受けけたた業業者者かか  
どどううかか住住居居地地のの市市町町村村にに問問合合せせててかからら依依頼頼すするるこことと。。  

・・業業者者がが無無料料回回収収ををううたたっってていいててもも、、後後かからら別別途途運運搬搬費費ななどど不不明明瞭瞭なな料料金金をを請請求求さされれるる
ケケーーススががあありりまますす。。見見積積書書をを取取るる、、処処分分費費用用ががいいくくららかか等等、、確確認認ししててかからら依依頼頼ををすするる
こことと。。  

事事例例・・・・・・  ススママーートトフフォォンンかからら初初回回 550000 円円ののダダイイエエッットトササププリリメメンントトをを注注文文ししたた。。次次回回分分はは注注文文ししたた覚覚ええ
ははなないいののにに、、33 かか月月分分 44 万万円円のの商商品品がが届届いいたた。。定定期期購購入入ににななっってておおりり、、不不要要のの場場合合はは連連絡絡
がが必必要要だだっったたとと分分かかっったた。。  

・・注注文文前前にに、、定定期期購購入入のの契契約約ににななっってていいなないいかか確確認認！！  
・・返返品品・・解解約約条条件件ををししっっかかりり読読むむこことと！！  

対対処処法法  対処法 

対処法 

最新の消費者被害（3事例） 



３３．．電力会社の切り替えトラブル  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  家家庭庭のの電電気気ややガガススはは、、各各地地域域のの電電力力・・ガガスス会会社社だだけけがが販販売売ししてておおりり、、どどのの会会社社かからら買買ううかか、、  
選選ぶぶここととががででききまませせんんででししたた。。  
  ２２００１１６６年年にに電電気気、、２２００１１７７年年ににガガススのの小小売売業業へへのの参参入入がが全全面面自自由由化化さされれ、、消消費費者者ははラライイフフススタタイイルル    
にに合合わわせせてて、、小小売売事事業業者者をを選選択択ででききるるよよううににななりりままししたた。。  
  関関東東でではは、、電電気気はは東東京京電電力力かからら供供給給さされれまますすがが、、料料金金メメニニュューーややププラランンのの提提案案はは各各小小売売事事業業者者  

でであありり、、料料金金のの支支払払いい先先もも、、契契約約ししたた小小売売事事業業者者ととななりりまますす。。  
 

 
 
 
 
  
  

 

 

 

 

 
 

 
 
                                                   

・・電電話話勧勧誘誘販販売売やや訪訪問問販販売売でで勧勧誘誘さされれるるここととがが多多いい。。  
・・勧勧誘誘はは小小売売事事業業者者（（〇〇〇〇電電気気、、〇〇〇〇ガガスス））のの代代理理店店がが行行っってていいるる場場合合がが多多いい。。  
・・電電気気ももガガススももおお客客様様番番号号等等（（電電気気はは供供給給地地点点特特定定番番号号））だだけけでで簡簡単単にに業業者者変変更更ががででききるる。。  
・・訪訪問問販販売売、、電電話話勧勧誘誘販販売売でで申申込込ををししたた場場合合はは、、契契約約書書面面をを受受けけ取取っったた日日かからら８８日日間間はは  
  ククーーリリンンググ・・オオフフががででききるる。。８８日日間間をを過過ぎぎるるとと違違約約金金ががかかかかるる場場合合ががああるる。。  

・・「「ああややししいい」」・・・・ききっっぱぱりり断断るるこことと。。  
・・「「注注意意」」・・・・・・・・・・安安易易にに検検針針表表ななどどのの情情報報はは伝伝ええなないいこことと。。  
・・「「相相談談」」・・・・・・・・・・消消費費生生活活セセンンタターーにに相相談談すするるこことと。。  

対処法 

事事例例・・・・・契契約約中中のの大大手手電電力力会会社社をを名名乗乗りり、、「「検検針針メメーータターーをを確確認認ししたたいい」」とと訪訪問問ししたた事事業業者者にに  
「「ススママーートトメメーータターーにに変変わわっってていいるるののでで電電気気代代がが今今よよりり安安くくななるる」」とと言言わわれれ、、書書類類にに  
氏氏名名等等をを書書いいたた。。業業者者がが帰帰っったた後後、、確確認認ののたためめにに契契約約中中のの業業者者にに問問いい合合わわせせたた  
ととこころろ、、無無関関係係のの事事業業者者とと分分かかっったた。。解解約約ししたたいいがが、、、、、、。。  

電力およびガスの小売全面自由化 

○c 埼玉県 2014 

※※イイメメーージジ図図    
  同同じじ配配電電線線かからら供供給給ささ

れれるるがが各各家家庭庭でで契契約約しし
てていいるる業業者者をを選選ぶぶこことと
ががででききるる。 

  研研修修資資料料にに一一部部加加筆筆 

さいたまっち電気（小売事業者） 彩の国電気（小売事業者） 

こばとんでんき（小売事業者） 

東京電力 

 
 
  

清清付付
きよつけ

ささんんがが、、よよくくわわかかららなないいまままま知知ららなないい電電気気会会社社にに契契約約変変更更ししててししままっったた。。  
ここのの事事例例をを使使っってて、、ククーーリリンンググ・・オオフフ通通知知をを書書いいててみみままししょょうう。。 
ｄｄ１ 新型コロナウィルスに関連

する相談 

１ 新型コロナウィルスに関連する相談 
 
 
 
 
 
 

 
クーリング・オフハガキの記入書式（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

  質質  問問   電話で事業者に連絡しクーリング・オフをした。 
事業者が応じると言ってくれた。書面は出さなくていいか？   

   
  答答ええ  ××    クーリング・オフは必ず書面で！ 

  クーリング・オフ期間内（消印有効）に！          

                  必ずコピーして証拠を残しましょう！                          

ああららたためめてて  ククーーリリンンググ・・オオフフととはは 
  ＊＊契契約約ををししたた場場合合ででもも、、頭頭をを冷冷ややすす（（ccoooolliinngg  ooffff))  期期間間をを

与与ええ再再考考ででききるるよよううににしし、、一一定定のの期期間間内内ででああれればば無無条条
件件でで契契約約をを解解除除ででききるる制制度度。。  

＊＊訪訪問問販販売売やや電電話話勧勧誘誘販販売売ななどどのの不不意意打打ちち的的なな勧勧誘誘にに
よよるる契契約約やや、、複複雑雑なな契契約約ににつついいてて定定めめらられれてていいまますす。。  
((たただだしし、、通通信信販販売売、、店店舗舗販販売売ににはは適適用用ははあありりまませせんん))  
☆☆条条件件  法法でで定定めめらられれたた契契約約書書面面をを受受けけ取取っったた日日かからら  

    ８８日日間間（（又又はは２２００日日間間））以以内内ででああるるこことと。。  
※※連連鎖鎖販販売売取取引引ななどどはは２２００日日間間  

ククーーリリンンググ・・オオフフはは必必ずず書書面面でで 
ククーーリリンンググ・・オオフフ期期間間内内（（消消印印有有効効））にに
書書面面でで契契約約解解除除通通知知をを出出せせばば成成立立 
ししまますす。。  
ハハガガキキにに書書いいてて特特定定記記録録郵郵便便ままたたはは
簡簡易易書書留留でで送送付付ししまますす。。 
そそのの際際、、必必ずず、、証証拠拠ととししてて  
ハハガガキキのの両両面面ををココピピーー  
ししてておおききままししょょうう。。  

Let’s ワーク １ 

ククーーリリンンググ・・オオフフががででききななくくててもも  
ああききららめめなないいでで！！！！  

ククーーリリンンググ・・オオフフががででききなないい場場合合ででもも  
消消費費者者契契約約法法でで取取消消ししががででききるる場場合合
やや、、事事業業者者ととのの交交渉渉でで合合意意解解約約でできき
るる場場合合ががあありりまますす。。  
ああききららめめずずにに、、消消費費生生活活セセンンタターーへへ  
相相談談ししままししょょうう。。  

ササポポーータターーののみみななささんんがが、、地地域域のの方方ののククーーリリンンググ・・オオフフののおお手手伝伝いいををすするるここととががああっったた時時ににはは
消消費費生生活活セセンンタターーへへつつななぎぎままししょょうう。。  

クーリング・オフ通知を書いてみました 

クーリング・オフ 問題に挑戦しました  ○○  かか  ☓  かか  ?  
Let’s ワーク ２ 

掲掲載載のの消消費費者者関関連連イイララスストトはは  
「「消消費費者者庁庁イイララスストト集集」」よよりり  



 
 
  

清清付付
きよつけ

ささんんがが、、よよくくわわかかららなないいまままま知知ららなないい電電気気会会社社にに契契約約変変更更ししててししままっったた。。  
ここのの事事例例をを使使っってて、、ククーーリリンンググ・・オオフフ通通知知をを書書いいててみみままししょょうう。。 
ｄｄ１ 新型コロナウィルスに関連

する相談 

１ 新型コロナウィルスに関連する相談 
 
 
 
 
 
 

 
クーリング・オフハガキの記入書式（例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

  質質  問問   電話で事業者に連絡しクーリング・オフをした。 
事業者が応じると言ってくれた。書面は出さなくていいか？   

   
  答答ええ  ××    クーリング・オフは必ず書面で！ 

  クーリング・オフ期間内（消印有効）に！          

                  必ずコピーして証拠を残しましょう！                          

ああららたためめてて  ククーーリリンンググ・・オオフフととはは 
  ＊＊契契約約ををししたた場場合合ででもも、、頭頭をを冷冷ややすす（（ccoooolliinngg  ooffff))  期期間間をを

与与ええ再再考考ででききるるよよううににしし、、一一定定のの期期間間内内ででああれればば無無条条
件件でで契契約約をを解解除除ででききるる制制度度。。  

＊＊訪訪問問販販売売やや電電話話勧勧誘誘販販売売ななどどのの不不意意打打ちち的的なな勧勧誘誘にに
よよるる契契約約やや、、複複雑雑なな契契約約ににつついいてて定定めめらられれてていいまますす。。  
((たただだしし、、通通信信販販売売、、店店舗舗販販売売ににはは適適用用ははあありりまませせんん))  

☆☆条条件件  法法でで定定めめらられれたた契契約約書書面面をを受受けけ取取っったた日日かからら  
    ８８日日間間（（又又はは２２００日日間間））以以内内ででああるるこことと。。  

※※連連鎖鎖販販売売取取引引ななどどはは２２００日日間間  

ククーーリリンンググ・・オオフフはは必必ずず書書面面でで 
ククーーリリンンググ・・オオフフ期期間間内内（（消消印印有有効効））にに
書書面面でで契契約約解解除除通通知知をを出出せせばば成成立立 
ししまますす。。  
ハハガガキキにに書書いいてて特特定定記記録録郵郵便便ままたたはは
簡簡易易書書留留でで送送付付ししまますす。。 
そそのの際際、、必必ずず、、証証拠拠ととししてて  
ハハガガキキのの両両面面ををココピピーー  
ししてておおききままししょょうう。。  

Let’s ワーク １ 

ククーーリリンンググ・・オオフフががででききななくくててもも  
ああききららめめなないいでで！！！！  

ククーーリリンンググ・・オオフフががででききなないい場場合合ででもも  
消消費費者者契契約約法法でで取取消消ししががででききるる場場合合
やや、、事事業業者者ととのの交交渉渉でで合合意意解解約約でできき
るる場場合合ががあありりまますす。。  
ああききららめめずずにに、、消消費費生生活活セセンンタターーへへ  
相相談談ししままししょょうう。。  

ササポポーータターーののみみななささんんがが、、地地域域のの方方ののククーーリリンンググ・・オオフフののおお手手伝伝いいををすするるここととががああっったた時時ににはは
消消費費生生活活セセンンタターーへへつつななぎぎままししょょうう。。  

クーリング・オフ通知を書いてみました 

クーリング・オフ 問題に挑戦しました  ○○  かか  ☓  かか  ?  
Let’s ワーク ２ 

掲掲載載のの消消費費者者関関連連イイララスストトはは  
「「消消費費者者庁庁イイララスストト集集」」よよりり  
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＊＊８８月月にに発発送送ししままししたたササポポーータターー活活動動報報告告ののごご回回答答、、あありりががととううごござざいいままししたた。。    
  ５５２２８８人人ののササポポーータターーよよりり昨昨年年度度のの活活動動のの報報告告とと近近況況ををいいたただだききままししたた。。    
  ままだだ、、おお手手元元にに回回答答用用紙紙ががああるる方方はは、、引引きき続続ききごご返返信信ををおお待待ちちししてていいまますす。。  
ササポポーータターー活活動動報報告告ののままととめめはは次次号号ののササポポーータターーニニュューーススででおお知知ららせせししまますす。。      

＊＊消消費費者者被被害害防防止止ササポポーータターー養養成成講講座座がが２２回回終終了了ししままししたた（（４４回回開開催催予予定定））              ○c 埼玉県 2005  
  １１１１月月狭狭山山市市市市民民セセンンタターー、、１１２２月月毛毛呂呂山山町町福福祉祉会会館館でで実実施施、、１１６６名名ののササポポーータターー登登録録ががあありりままししたた。。  
＊＊見見守守りり推推進進員員がが市市町町村村をを訪訪問問ししてていいまますす。。  
  市市町町村村のの消消費費行行政政担担当当課課のの担担当当職職員員をを訪訪問問しし、、ココロロナナ対対応応ををははじじめめ、、消消費費者者へへのの啓啓発発のの状状況況、、  
ササポポーータターーととのの連連携携、、消消費費者者安安全全確確保保地地域域協協議議会会等等ののおお話話をを伺伺っってていいまますす。。    
  各各市市町町村村とともも、、今今年年度度はは、、新新型型ココロロナナウウィィルルススのの対対応応ののたためめ、、研研修修やや会会議議がが出出来来なないい状状況況がが  
続続いいてておおりり、、ササポポーータターーへへのの連連絡絡等等ももななかかななかかででききなないいととののここととでですす。。  
  そそののよよううなな中中でですすがが、、引引きき続続きき、、消消費費者者被被害害のの未未然然防防止止等等にに御御協協力力下下ささいい。。  
  
  

「消費者被害防止サポーター活動推進事業」を埼玉県より埼玉消費者被害をなくす会が受託しています。 

発発行行者者:  適適格格消消費費者者団団体体  /  特特定定適適格格消消費費者者団団体体   

特特定定非非営営利利活活動動法法人人 埼埼玉玉消消費費者者被被害害ををななくくすす会会   理理事事長長 池池本本誠誠司司 

〒330-0064 さいたま市浦和区岸町 7-11-5    Tel/ Fax 048-829-7444 
E-mail：nakusukai.10@saitama-k.com     http://saitama-higainakusukai.or.jp/ 

なくす会より  

１１  相相談談のの総総件件数数（（苦苦情情・・問問合合せせ等等））はは5533,,999977件件  
・前年度58,683件に比べ4,686件（8.0％）の減少 
・この内苦情は50,270件で総件数の93.1％を占め、前年度55,210件に比べ4,940件（8.9％）減少 

２２  通通信信販販売売ででのの定定期期購購入入にに関関すするる相相談談件件数数がが２２．．１１倍倍にに  
・前年度1,803 件に比べ1,916 件（106.3％）増加、元年度は3,719 件 
特に、若者や男性からの相談が増加. 

・お試しで注文したつもりが定期購入であった 
事業者と連絡が取れず解約できないという相談等多数 

３３    ママルルチチ・・ママルルチチままががいいにに関関すするる若若者者のの相相談談がが増増加加  
４４    新新型型ココロロナナウウイイルルススにに関関連連すするる相相談談がが多多数数  

・新型コロナウイルスの感染拡大にともない令和２年１月から３月までの 
３か月間で487件の相談 

・マスクに関する相談、旅行や結婚式の解約に関して 
→→（（新新型型ココロロナナウウィィルルススにに関関すするる詳詳細細ははササポポーータターーニニュューースス（（２２ペペーージジ））  

              ☆詳詳ししくくはは埼埼玉玉県県消消費費生生活活課課ののホホーームムペペーージジををごご覧覧くくだだささいい  


