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　平成27年（１月から12月）に消費者センターが受けた相談は4,632件にのぼります。これは、
昨年（26年）と比べて４件、一昨年（25年）と比べて204件の増加となっています。
　相談内容で最も多いものは、架空請求（詐欺）に関すもので364件でした。前年より55件の
増加となっています。相談内容別の上位３位は、架空請求（詐欺）、アダルトサイト料金請求（詐欺）、
通信販売のトラブルとなっています。
　また、相談者（契約当事者）の年代別では60歳以上の方が37.4％と全体の約４割を占めています。

第１位　携帯電話に届く架空請求（詐欺）
…「有料サイトの未納金かある。このままでは裁判になる」という
身に覚えのないメールが届き、連絡をしたところ相手に脅された。

…商品の色・形がカタログと違うのに交換・返品に応じてくれない。
　１回のつもりが定期購入の契約になっていたなど。

第２位　アダルトサイトのワンクリック料金請求（詐欺）

…パソコンやスマホで突然アダルトサイトに繋がり、登録料を請求
された。退会窓口に電話したら提訴すると脅された。

第３位　通信販売のトラブル
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■第１位：架空請求（詐欺）
■第２位：アダルトサイト料金請求（詐欺）
■第３位：通信販売のトラブル
■第４位：賃貸住宅の契約
■第５位：通信回線の契約

相談内容の上位５

賃貸アパートを退去したら、高額な費用を
請求されました。全額払わなければダメ？

【会社員Ａさんの場合…】

◎土曜・日曜日でお急ぎの方は、
　　　全国消費者ホットライン「１８８」番をご利用ください

転勤・入学等による転居のシーズンとなりました。この時期、消費者センターには、
賃貸住宅の入退去などに伴う相談が多く寄せられます。
最近の相談事例・アドバイスをご紹介いたしますので、参考としてください。

　３月から大阪へ転勤になり、７年間住んだ賃貸アパートを退去したＡさん。２週間後、
大家さんからリフォーム工事代やハウスクリーニング代、鍵交換代など計６５万円、敷金
１０万円が差し引かれて５５万円の請求書が届いた。Ａさんは「入居時の契約
書にハウスクリーニング代は請求すると書かれていた気がする。また、１年前
からトイレの温水便座の調子が悪かったが特に大家さんへ連絡はしていなかっ
た。これは支払わなければならないのか？」と言っている。

入居前・入居中も大事！トラブル防止のポイント

契約条項や請求内容、現場状況を確認し、費用負担について話し合いましょう！

１．契約書の原状回復の内容を確認します。（手元に無い場合、大家さんに控えをもらいましょう）

２．修繕する場所や材料工賃単価が入った見積書を、大家さんに依頼して取り寄せましょう。

３．退去時の現場写真などを基に、見積書に書かれている工事が必要かを確かめましょう。
　　　（状況により、大家さんと一緒に現場を確認することも考えます。）

４．貸主と借主の費用負担について、大家さんと話し合いましょう。
　　　☞　貸主：経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の修繕費。
　　　☞　借主：借主が汚した・壊した、または故障や不具合の放置が
　　　　　　　　原因の汚れやキズ。

◎契約の時に合意した特約は、基本的にその内容が優先されます。
＊東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」（ＨＰ）もあわせてご参考ください。

＊契約する時は、必ず重要事項説明書と契約書の内容をよく読み、納得の上で契約しましょう。
＊賃貸物件は常に大切に使い、故障や不具合を発見したら、すぐ大家さんに相談しましょう。

ここがポイント 　アドバイス

はい、こちら
江戸川区消費者センター
相談窓口です！

相談者（契約当事者）の年代

　江戸川区消費者センターでは、ホームページに区内で発生している最新の消費者トラブルへの被害防止情
報、トラブル発生時の初期対応方法、「架空請求発信元一覧」「インターネット通販悪質サイト一覧」などを
公開しています。是非ご利用ください。

ホームページは　江戸川区消費者センター　で検索してください。



　１月25日（月）グリーンパレスにて「かしこい消費
者になるために消費者力をみがこう」をテーマに、江
戸川区消費者団体連絡会主催による新年研修会を開催
いたしました。
　参加者は、消団連会員のほか区内消費者団体の会員
など28名が集まりました。
　第１部は、消費生活アドバイザーの米山美恵子氏（江
戸川区消費者センター相談員）をお招きし「身近な消
費者相談の実例と消費者被害を防ぐポイント」のお話をお聞きしました。
　第２部では、参加者配役による劇場型詐欺“老人ホームの利用権”の熱のこもった寸劇や
消費者被害の体験談の情報交換が行われました。

　年々巧妙化している詐欺、悪質商法は誰でも被害に
遭う可能性があります。
　おかしいと少しでも感じたら一人で悩まず、家族や
友人、消費者センターに相談することを改めて実感した
研修会となりました。
※江戸川区消費者団体連絡会加盟団体

（コープみらい江戸川区、くらしの会、小岩店クラブ）
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江戸川区消費生活展「eくらしフェスタ2015」賑わいました。江戸川区消費生活展「eくらしフェスタ2015」賑わいました。

消費者団体のページ　★えぷろんコーナー★

〜 かしこい消費者になろう！ 〜〜 かしこい消費者になろう！ 〜

江戸川区消費者団体連絡会
新年研修会報告

　江戸川区消費生活展は、暮らしに役立つ情報や楽しい催しがいっぱいの展示・体験型の

イベントです。昨年は10月30日（金）にグリーンパレスで開催し、大勢の皆様にご来場い

ただきました。

　会場内では、江戸川区消費者団体連絡会による○×クイズや

飲料の糖度調べのほか、料理サークル（ＡＣサークル）による小

松菜クッキーの試食、リサイクルサークル（手作りの会あじさ

い）によるファッションショーなど楽しい催しが行われました。

今年も10月に開催予定です。お楽しみに！ ▲飲み物の糖度を調べる来場者

▲詐欺被害の寸劇を熱演する参加者

江戸川区消費者団体連絡会
新年研修会報告

電力の小売全面自由化が始まります！
正確な情報を収集し、よく理解してから契約を！便乗商法にも気をつけましょう

〜 2016年４月１日より、電力の小売全面自由化が始まります。〜

　これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でしたが、自由化により複数の
様々な業種や業態の事業者の中から消費者が契約先を選択することが可能となりま
す。電力について、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラブルに遭わ
ないために、これまでに寄せられた電力自由化に関連する相談事例をご紹介いたしま
す。

相談事例へのアドバイス

❶知らない電力会社から「電気を安くできる」と電話があったが、本当か？

❷今年（平成2８年）４月から電力が自由化される、４割安く供給すると電話があったが、
　怪しい！

❸電力自由化前に太陽光発電システムを設置し売電すれば儲かると電話があった！

相 談 事 例

❶「料金が必ず安くなる」といった勧誘トークに気をつけ、自分で電力の小売自由化に関
する情報を収集しましょう。また、小売電気事業者は登録制になっています。登録され
ている事業者か確認し、また自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているかも
確認しましょう。
●電力の小売自由化の制度や小売電気事業者が登録しているか等についての問い合わせ先
　　経済産業省の専用ダイヤル（０５７０－０２８－５５５）
●小売り契約の締結に当たってのトラブルについての問い合わせ先
　　経済産業省電力取引監視等委員会の相談窓口
　　　　　　　　　　　　　　（０３－３５０１－５７２５）

❷「料金が安くなる」と勧誘された際には、どのような条件で安くなるのか、電力以外の
商品やサービス契約とのセット料金や値引きになっていないか、契約期間が長期なもの
になっていないか、解約時に違約金が発生しないかなど、よく確認しましょう。

❸電力の小売自由化に便乗した太陽光発電システムの契約をはじめ、プロパンガス、蓄電
池等の勧誘が行われています。電力の小売自由化と直接関係のない契約については、そ
の必要性についてよく考えましょう。

怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安になった際には、
最寄りの消費者センターまたは、全国消費者ホットライン（電話番号188）
に相談しましょう。

… 独立行政法人　国民生活センター　ホームページより引用 …
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■第１位：架空請求（詐欺）
■第２位：アダルトサイト料金請求（詐欺）
■第３位：通信販売のトラブル
■第４位：賃貸住宅の契約
■第５位：通信回線の契約

相談内容の上位５

賃貸アパートを退去したら、高額な費用を
請求されました。全額払わなければダメ？

【会社員Ａさんの場合…】

◎土曜・日曜日でお急ぎの方は、
　　　全国消費者ホットライン「１８８」番をご利用ください

転勤・入学等による転居のシーズンとなりました。この時期、消費者センターには、
賃貸住宅の入退去などに伴う相談が多く寄せられます。
最近の相談事例・アドバイスをご紹介いたしますので、参考としてください。

　３月から大阪へ転勤になり、７年間住んだ賃貸アパートを退去したＡさん。２週間後、
大家さんからリフォーム工事代やハウスクリーニング代、鍵交換代など計６５万円、敷金
１０万円が差し引かれて５５万円の請求書が届いた。Ａさんは「入居時の契約
書にハウスクリーニング代は請求すると書かれていた気がする。また、１年前
からトイレの温水便座の調子が悪かったが特に大家さんへ連絡はしていなかっ
た。これは支払わなければならないのか？」と言っている。

入居前・入居中も大事！トラブル防止のポイント

契約条項や請求内容、現場状況を確認し、費用負担について話し合いましょう！

１．契約書の原状回復の内容を確認します。（手元に無い場合、大家さんに控えをもらいましょう）

２．修繕する場所や材料工賃単価が入った見積書を、大家さんに依頼して取り寄せましょう。

３．退去時の現場写真などを基に、見積書に書かれている工事が必要かを確かめましょう。
　　　（状況により、大家さんと一緒に現場を確認することも考えます。）

４．貸主と借主の費用負担について、大家さんと話し合いましょう。
　　　☞　貸主：経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の修繕費。
　　　☞　借主：借主が汚した・壊した、または故障や不具合の放置が
　　　　　　　　原因の汚れやキズ。

◎契約の時に合意した特約は、基本的にその内容が優先されます。
＊東京都「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」（ＨＰ）もあわせてご参考ください。

＊契約する時は、必ず重要事項説明書と契約書の内容をよく読み、納得の上で契約しましょう。
＊賃貸物件は常に大切に使い、故障や不具合を発見したら、すぐ大家さんに相談しましょう。

ここがポイント 　アドバイス

はい、こちら
江戸川区消費者センター
相談窓口です！

相談者（契約当事者）の年代

　江戸川区消費者センターでは、ホームページに区内で発生している最新の消費者トラブルへの被害防止情
報、トラブル発生時の初期対応方法、「架空請求発信元一覧」「インターネット通販悪質サイト一覧」などを
公開しています。是非ご利用ください。

ホームページは　江戸川区消費者センター　で検索してください。


