
平成30年１月

（2018年）

第117号

消費生活

相談窓口

のご案内

消費者と事業者の暮らしの問題交流会
（一昨年度の様子）

消費生活総合センター ☎ 042-776-2511

中央区相模原1-1-3シティ・プラザさがみはら内（JR相模原駅 セレオ相模原４階）

相談日時：毎日（年末年始を除く）午前9時～午後4時

特集１ ２,３頁 ここがポイント！不用品処分３つの方法

「不用品、買い取ります」にご注意！特集２ ４,５頁

消費者行政コーナー ６頁 原野商法の二次被害が増加中

連載シリーズ ７頁 大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育（第３回 オンラインゲームでの課金）

お知らせ ８頁 消費者と事業者の暮らしの問題交流会

※第２・第４金曜日は午後６時まで

※土・日・祝日は正午～午後1時はつながりません
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一般社団法一般社団法一般社団法

不用品処分
３つの方法
不用品の処分の方法がわからず、家の中にある方も多いのではないでしょうか。物の処分の３つの基

本をお伝えします。

今はものがあふれかえっているので、もらって使ってくれる人がみつかれば、本当にラッキーです。

着物や楽器、本などは、同じ趣味のサークルやお知り合い、親戚など、物の価値がわかる人に差し上げれ

ば、大事に使っていただくことができます。

ただし、実家に送りつけたり、いくら気心が知れた相手であっても「いい物なのよ」「高かったのよ」と

いって押し付けたりすると、知り合いだけに相手は断り切れず、その後の人間関係に響きますので、注意し

ましょう。

また、NPOや福祉施設、地域の寄付センターなどに寄付する方法もあります。なるべく口コミが聴ける、

信頼のある所を探しましょう。物資の少ない国や災害の支援物資として送る場合は、送料の負担や送付でき

る品物に一定のルールがあります。

その他、家の前やガレージの前に、段ボールなどを置き、中に不用品を入れ、「ご自由にお取りくださ

い」と書いて、ほしい人に持ち帰ってもらったり、バザーに出したりするのもいいでしょう。

リサイクルショップなどの買取業者に引き渡す方法です。高く買い取ってもらうには、鑑定書や保証書な

どの証明書があると有利です。

本やCDを宅配便で送ってそのまま査定して買い取ってもらえる便利なサービスもあります。値段がつかない

ものも、ひきとってくれることが多く、捨てる手間がかかりません。また、最近では、インターネットオーク

ションや、スマホで、匿名の個人同士で売買ができるサイトも出てきました。便利とはいえ、スマホに不慣れ

な高齢者が、不用意に個人情報を公開してしまったり、詐欺まがいのメールに返信してしまったりといった話

も聞きます。インターネットに慣れていない人は、信頼のおける人と相談しながら利用しましょう。

いずれにしても、自分にとって不要な物は、市場価値も低く、手数料や手間がかかるということを理解し

たうえで利用しましょう。

買取をお願いした場合もクーリングオフ制度（詳しくはＰ４～５を参照）が適用される場合があること

も、頭に入れておくといいでしょう。

ここがポイント!

売売売売売売売売売売売売るるるるるるるる売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売売るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる売る

知知知知知知知知知知知知知人人人人人人人人人人人人人人人にににににに譲譲譲譲譲譲譲譲るるるるるるるるるるる知知知知人人人人人人人人人人にににににににに譲譲譲譲譲譲譲るるるるるるるるるる知知知知人人人人人人人人人人人にににににににに譲譲譲譲譲るるるるるるるる知人に譲る



3

粗大ごみや日々のごみとして出していくのが一番安

全です。新聞や衣類やペットボトルなど、資源回収に

出せば、リサイクルされて別の物に生まれ変わりま

す。きちんと分別するだけでも立派な社会貢献といえ

ますね。

タンスなども、相模原市では粗大ごみとして出した

もののうち状態の良いものはリユース家具※として扱っ

てもらえることもあります。大きな家具を高齢などで

家の外に出せない場合は、福祉ふれあい収集※もありま

す。まずは市に相談してみましょう。

家電リサイクル法対象となっている４製品（エアコ

ン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）の処分は、もとのお店

に聞いたり、自治体にきいてみたりするのが基本です

が、新しい家電で価値のあるものは、買取をしてくれ

る場合もありますので、調べてみるといいかもしれま

せん。

※詳しくは市ホームページまたは市コールセンター（042-770-7777）へ

家の中に物をため込んでつまずいて転ぶというリスクと比較し、

捨てるという罪悪感をなくしてはいかがでしょうか。

片づけは後回しにするほど、手間も費用もかかります。例えば遺

品整理の場合に、膨大なお金をかけたり、不要な買い物をしたりす

るよりは、少しずつでも不用品を処分していくのがおすすめです。

健康で安心な生活をしていくために、悩まず、少しずつでもいい

ので、日々片づけていきましょう。

資源回収や粗大ごみと粗の資源回収や粗大ごみと て出す自治体の 大ごみとごみと て出す出す体のの 粗大自 資自 ての資体の 源回 すの資 収自 資資源 しの すて出て自治体自治治体 や粗大ごみとし粗大ごみみとしてみとととして出て出出出の資の資資 や粗資源回資源資源自 の資資体のの資源回源回収収や粗資源回収や粗回収 み し大大源回収や回収 てとしてしてて治体自治治 や粗大収や粗 みとと大ややや粗大粗 して資資源回収源回源回収回収や回収 とし大自治体の資源回収や粗大ごみとして出す

「無料で不用品を回収します」などと記載したチラシを各家庭

に配布し、軽トラックなどで地域を巡回しながら不用品を回収す

る業者を利用したところ、「無料と思っていたら、積んだ後で、

高額な料金を請求された。」「積み込み前に言っていた以上の金

額を、積み込んだ後に請求された」などといったトラブルが発生

しています。

また、違法な不用品回収業者に渡すと国内外の環境汚染や不法

投棄につながる場合があります。不用品を処分する場合は、自治

体の定めている方法で処分しましょう。

違法な不用品回収業者にご注意ください



「不用品は無いか。何でも買い取る」と

業者から電話があり、家に来てもらった。

指輪やネックレス５点を見せたところ、

金やプラチナ製品だけを買い取られ、

１万円を受け取った。その際、業者に運転免許証や健康保険証を

見せるよう言われ、スマートフォンで撮影された。個人情報が悪

用されないかと心配だ。

近年、金の取引価格高騰により、家庭に眠る貴金属製品を訪問して安く買い取る「訪問購入」による

トラブルが増えています。ここでは、訪問購入による典型的な事例とアドバイスをご紹介します。

古物営業法（※）により、買取業者は古物を買い取る場合、相

手に身分証明書の提示を求め、身元確認をするよう義務付けら

れています。悪用目的で個人情報を収集するわけではありませ

んが、業者の所在が不明等不審な点がある場合は契約はやめま

しょう。

※盗品売買の防止等による犯罪防止、被害回復を目的に定めています。

アドバイス

訪問購入で契約した場合、消費者は書面を受け取った日を含め８日間はクーリング・オフすることが

でき、商品を返してもらうことができます。また、事前連絡のない、突然の訪問勧誘は法律で禁止され

ています。いきなり買取業者が来たときは、きっぱりと断りましょう。

アドバイス

属製品を訪問して安く買い

「不用品、
買い取ります」

注ご 意！
に

自宅にいると突然業者が訪ねてきて、使っていないアクセサリーはないかと聞

かれた。デザインは古くても大丈夫と言われ、金やダイヤの指輪、ネックレス、

時計など７点を見せた。買ったときの総額は100万円程度であったが、１万８

千円で買い取られた。後日、買い取り価格の相場を調べたら、もっと高く売れる

ことがわかった。返金するので、渡したアクセサリー類を返してほしい。

事例1

事例2
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消費者は買い取りの契約をしても、クーリング・オフ期間内は物品の引渡しを断ることができます。

トラブルを避けるために、物品を手元に置いたままクーリング・オフするかどうかを検討してみましょう。

アドバイス

業者から「不要な靴や着物はないですか。何でも買い取りますよ。」と電話があ

り、不要になった着物がたくさんあったので、来てもらった。しかし、実際に着

物を見せると、状態が悪く買い取れない、かわりに貴金属を見せてほしいといわ

れた。指輪等数点を見せたところ、その場で買い取りたいといわれ、断れない雰

囲気だったため、仕方なく了承した。

その後、思い直して、クーリング・オフしたい旨を業者に連絡したところ、返品すると言ってくれたが、

本当に返品してくれるのか心配だ。

●訪問購入で契約した場合、消費者は書面を受け取った日を含め８日間はクーリン

グ・オフの規定により、契約を解除することができます。必ず書面で手続きを行い

ます。詳しいことは消費生活総合センターへ相談しましょう。

●買取業者は申込または契約時に、連絡先、買い取る物品の種類や特徴、購入価格、

クーリング・オフなどについて記載した書面を消費者に渡さなければいけません。

書面を受け取ったら、上記の内容が記載されているかを確認しましょう。

●業者は買い取った物品を、クーリング・オフ期間内であっても消費者に通知すれば

転売することができます。トラブルを避けるため、契約時に物品をすぐに引き渡さ

ないこともできる、ということを覚えておきましょう。

●業者に居座られる、などの怖い思いをしたときは、警察や消費生活総合センターに

相談しましょう。

相模原市消費生活総合センターへ 042-776-2511 ※受付時間等は表紙下部を参照

クーリング・オフの方法について知りたいときは…

合 消費者は書面を受け取 た日を含め８

ポイント

事例3
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原野商法の

二次被害が
増加

中

「将来必ず値上がりする」「もうすぐ道路ができる」などの虚偽の説明により、ほとんど価値のない

山林や原野を時価の何倍もの価格で売りつける商法のこと。

◆「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしない。

◆不審な勧誘やしつこい勧誘はきっぱりと断る。

◆契約を検討している場合は、業者が説明している根拠や背景が事実かどうかを自分で確認する。

◆おかしいと気がついたりトラブルにあったら、消費生活総合センターへ相談する。

過去にだまされた原野商法被害者が言葉巧みな「買い取る」との話を信じ、「手数料をだまし取られ

た」「価値のない土地を売りつけられた」といった相談が寄せられています。

特に、高齢者に対して訪問販売や電話勧誘販売で不当な勧誘が行われており、手口も巧妙化していま

す。不審に思ったら消費生活総合センターへ相談しましょう。

このトラブルは高齢者が被害にあっている割合が非常に多いので、

高齢者自身だけでなく、家族や周りの方々による見守りも大切です

被害
に

遭わ
ない

ため
に…

被害
に

遭わ
ない

ため
に…

!

消費生活総合センターからのお知らせ

相談事例

◆「土地を買

対応策

原野商法とは

・以前買った土地を高く買う（買いたいと言っている人がいる）と連絡

・買い取るための手数料や測量サービスなどの契約をさせたり、新たな土地を購入させ、費用を請求

・消費者が費用を支払った途端、連絡が取れなくなる

・知らない業者から突然連絡があり、遠方に所有する山林が高額で売

れると勧誘され、売却のための広告料50万円を支払ったが、その後

一切連絡が取れなくなった。

・他県の別荘地を買い取るという業者に、手数料として200万円を支

払ったが、別の山林を購入する契約となっていた。

・県外に居住している高齢の父が所有する山林を買いたいと言ってい

る人がいると不動産業者から電話があった。信用できるのか。

主な手口
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115号から４回にわたり、子どもにとっても大切な消費者知識について、相模原市消費生活総合センター

の新人職員K君がレクチャーします。お子さん、お孫さんと一緒に学んでいきましょう。

第 3 回 オンラインゲームでの課金

大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育育大人も一緒に！考えよう子どもの消費者教育連載シリーズ

大大輔君大大大大輔君

ここが

▶子ども（未成年）のオンラインゲームでの課金トラブルが多い。

▶請求書が来るまで、いくら購入したのか確認しづらい。

▶購入をする際には保護者に相談するなど家庭内でルールを決める。

▶スマートフォンの設定を活用して、課金の利用限度額を設けることも可能です。

なかなか勝てないな～。そうだ！ アイテムを購入し

てみよう。母さんから聞いたパスワードを入力し

て、っと。これも欲しいな～。あっ、これも…。

ちょっと大輔!!! オンラインゲームで10万円使ったっ

て、ＣＯＤＯＭＯから請求が来てるわよ！ どういうこ

となの？！

次からは気をつけようね。オンラインゲームで楽し

く遊ぶためにも、購入をするときには必ず保護者に

伝える、購入した総額をチェックする、購入は月に

○○円まで、など購入のルールをご家族で決めてみ

ましょう！

いくら課金されているのかを確認しないで購入しちゃっ

たな。パスワードも一回の入力ですんだし、アイテムの

金額が安かったからつい沢山買っちゃった・・・。

母さんごめんなさい。これからは、いくら購入したの

かをチェックして、月8万円以内にするよ。

じゃあ早速新しいパスワード教えて！！！！

ポ イ ン ト ！

安いアイテムをたくさん購入してしまっていた大輔君。近年、保護者に相談せずに勝手に

購入し、子ども自身も総額を把握せず購入し続け、大変な金額を請求されてしまうといっ

たトラブルが発生しています。

タセンタンン合合セセ合セセ合セセ合合合合合合センタ市消費生活総合センター市消費生活総合センタタ市消費生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生活総活総活総活総活総活総活総総活総活総活総活総活総活総活総活総活総総活総活総総活総活総活総活総活総活総活総活総活総活活活総活総総総活総総活活 合セ合合セ合セ合セ合セ合セ合セ合セ合セ合セ合合セ合セ合合セ合合合セ合セ合セ合合合合セ合合合セセ合合合合合合合合合セセンタ市

KK君

市消費生活総合センター

新人職員K君

こら！

大輔!!

大大輔大大大大大
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発 行●相模原市消費生活総合センター

住 所●〒252－0231 相模原市中央区相模原1－1－3 シティ・プラザさがみはら内

電 話●０４２－７７６－２５９８ ＦＡＸ●０４２－７７６－２８１４

ホームページアドレス●http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/syouhi/index.html

すぱいす 第117号 平成30年（2018年）１月
QRコード

スマートフォンの

お悩み解消！

2018.2.2
時 間●14：00～16：30

開 場●13：30～

定 員●50名（申込順）

スマートフォンの普及に伴い、多種多様な相談が寄せられています。

市民の方から消費生活総合センターや事業者に寄せられた相談、事業者が消費者に知ってほしいことなど

を、事業者２社（ソフトバンク・NTTドコモ）に講演をしていただきます。

交流会では、実際に事業者へ質問ができます。「スマホ契約時に聞けなかったこと」「今聞きたい不安

なこと」などを質問してみませんか。

会 場●橋本公民館 大会議室
相模原市緑区橋本6-2-1（ＪＲ横浜線橋本駅下車徒歩１分）

事業者●ソフトバンク株式会社・株式会社NTTドコモ

対象者●市内在住か在勤・在学の人

参加費●無料

申 込●電話で相模原市消費生活総合センターへ

（042‒776‒2598）

期 間●平成30年１月15日（月）～２月１日（木）

平成29年度 消費者と事業者の暮らしの問題交流会

～ネット利用のリスクと対策・契約内容編～

金

お父
さん

グッ
ズ

もら
える
！ ドコモからは…

当日のお楽しみ！

契約時にはなんとなく

聞いてたけど、あれって

どういうこと？

フィルタリングって

なぜ必要なの？？

スマホにして間も

ないし、トラブルが

怖いから

聞いてみよう！！

平成29年度 消費者と事業者
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