
平成30年4月

（2018年）

第118号

消費生活

相談窓口

のご案内

笑って撃退！悪質商法防止落語
（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 賃貸住宅の入居時に気を付けたいこと

特集２ ４,５頁 トイレの水漏れトラブル あわてずさわがずおちついて！

消費者行政コーナー ６頁 消費生活に関わる安全・安心情報をお届け！相模原市消費生活メールマガジン

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４回エシカル消費って何？）

お知らせ ８頁 消費者月間記念講演会笑って撃退！悪質商法防止落語＆商品テスト施設見学会

※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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1.

2.

●必ず自分の目で物件確認すること

家賃やネットでみた情報だけで判断せず、自分の目で住宅を見て判

断することが大切です。

居住中だからと遠慮して物件内部をよく見ない、遠隔地から転居で

慌てて決めて契約するのはトラブルの元です。部屋や建物の状況、周

辺の環境、駅からの距離など、自分の足で歩いて確認することが大切

です。

トラブルは入居する時よりも退去の時に起きるのが多いのが現状です。契約にあたっては、国土交通

省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」（以下ガイドライン）を、参考にすることをお勧めしま

す。このガイドラインは民間賃貸住宅を想定して賃貸借契約を締結するときに参考にするために取りま

とめられたものです。入居にあたっては、退去する時までを見据えて賃貸物件を決めることを勧めます。

賃貸住宅を退去する際の原状回復（*1）の基本的な考え方として

経年変化（*2）や通常損耗（*3）の回復費用は貸主負担となり、

借主の故意・過失により生じた損耗等の回復費用は借主の負担となります。｠

（*1）賃貸人の居住、使用による損耗を復旧すること。

（*2）建物・設備などの自然的な劣化・損耗など（例：日照による畳やクロスの変色など）

（*3）借主の通常の使用により生ずる損耗など。（例：家具設置による床やカーペットの通常のへこみなど）

賃貸住宅の入居時に

気を付けたいこと
賃貸住宅の入居時に

気を付けたいこと

春は進学や就職により、賃貸住宅の入退去が増える時期です。これから、賃貸住宅の入居さ

れる方は、トラブルを未然に防止するために次のことを知っておくとよいでしょう。

物件を探すとき

賃貸借契約書の内容をよく確認しておくことが必要です。特に特約

としての契約事項をしっかりと確認しておくことが大切です。また、

入居時に既にあった汚れや傷であるかどうかがトラブルの原因になる

ことがありますので、貸主の立会いのもと、部屋の状況を写真やチェッ

クリストで、確認し保存しておくとよいでしょう。

契約時の注意点

（公財）住宅リフォーム・紛争処理支援センター（住まいるダイヤル） 消費者支援課長 石川尚子

など）
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3.

学生ですが、賃貸住宅の入居にあたって敷金・礼金の他、鍵交換や家賃保証、学生総合保障保険の

加入等が必須と言われました。すべて支払わなければならないでしょうか。

住まいるダイヤルでは、一級建築士の相談員が住宅に関するさまざまな電話相談をお受けしています。

お気軽にご相談ください。

（ナビダイヤル：0570-016-100 相談時間：平日10時～17時）

退去時にも入居時と同様に点検には立会い、汚れや破損の有無を確

認して、借主がすべき修繕義務の有無や範囲を契約に基づき、よく話

し合いましょう。

借主は、注意を払って住む義務があります。建物などを不注意など

により汚損・破損した場合の補修費用は、借主が負担することになり

ますので、入居中もきちんと掃除をして汚したり傷つけたりしないよ

うに注意しましょう。

退去時の注意点

事 例 1

家賃以外は必須の金額ではありませんが、実務上、敷金・礼金・保証金等の支払いが行われています。

契約内容を検討するときは、国土交通省が定める「賃貸住宅標準契約書」やガイドラインによれば、鍵

の交換代は貸主負担が妥当とされています。保証人を頼めないときは家賃保証等の加入を求められる

こともあります。いったん契約すると原則として契約書に定めるとその通りの義務を負います。

回 答 1

4年間居住して、退去したところ、不動産業者から「修繕のため、敷金12万円は返金できない。修

繕費は、畳表替え、襖張替え、クリーニング費用で合計13万円である。」と言われました。特約には「襖

張替え、畳表替えは借主負担」とありますが、クリーニング費用についての記載はありません。また、「自

然損耗や経年劣化は貸主負担」とあります。居住期間は通常の使用をしていただけで、特に汚しては

いません。

事 例 2

ガイドラインによれば襖張替えや畳表替えは特に破損していない限り貸主負担となり家賃に取り込

まれると考えられます。クリーニング費用については特約がなければ、通常の清掃をしている場合に

は負担する必要はなく、原状回復義務を超えた負担を特約が認められるには、事前の説明や貸主借主

の合意が前提となっています。

回 答 2
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トイレの水漏れトラブル
あわてずさわがずおちついて！

4日前、戸建住宅のトイレの水洗タンクと配管の接合部分から水漏れして

いるのに気がついた。自宅に修理業者のマグネット広告があったので、電話

をかけ修理を依頼し来てもらった。修理代として7万円請求され支払った。

その後インターネットで調べたらもっと安い料金の業者が見つかった。高額

だと思うので適正価格を知りたい。

トイレ内の便器や水洗タンクなど、設備からの水漏れ発生に気づいた場合、慌ててインターネット

で修理業者を探したり、新聞折込広告、ポストへの投込広告、電話帳広告等を見て、業者に電話をす

るケースがあります。

まず落ち着いて、どうするかを順を追って検討しましょう。

消費生活総合センターには「トイレから水漏れしたので業者に修理を頼んだら高

額請求された」などの相談が寄せられています。相談事例と対処法を紹介します。

事例 戸建住宅の場合

1 状況を確認する。

水がどこから流れているか、便器のつまりにより水が流れずあふれているのか、床との接合部

に水が漏れているのか等を確認し水を止めましょう。

トラブルになった時に慌てないようにあらかじめ止水栓の位置を確認しておきましょう。

2 トイレ設備のメーカー名を確認し、ホームページを検索すると対処方法がわかる場合がありま

す。ホームページの情報でわからない場合はトイレ設備メーカーに電話をかけ、状況を説明し、

対処法を尋ねましょう。メーカーの修理対応部門が対応するケースもあります。

5 電話して業者を呼ぶ場合は、「まずは見積もりのみ取りたい。見積もりは無料か、初回来訪時、

出張料等の請求はあるか、修理代の見積もりが高額だった場合、断りたい場合何らかの料金を請

求されることはないか」等を確認しましょう。

3 トイレメーカーでは対応できない場合は、家を建てたハウスメーカー等へ相談してみましょう。

修理事業者を紹介してくれる場合もあります。

4 自分で業者を探す場合は1社の話を聞くだけでなく、水道工事事業者の組合である管工事協同

組合の見解を聞くなどし、数社の話を聞きましょう。また、日ごろから地域業者を調べておくの

もよいでしょう。

1
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修理代金は各社が自由に料金を設定するので、統一されたものはありません。

インターネットの広告では「修理1,980円～」という表示があり、安いと思って

電話で依頼したところ高額な修理代の請求を受けたという相談などがありますの

で、電話時や来訪の際に十分注意しましょう。なお、修理で事業者を自宅に呼び、

修理可能なのに高額な便器の購入を勧められ契約をした場合、クーリング・オフ

できることもあります。

6 業者が来訪した場合、必ず見積もりをとり、高額だった場合は契約に同意したり、署名したり

せず、再検討しましょう。

2 アパートの管理会社・仲介不動産会社等へ連絡する。

アパートの契約時に、トラブルがあった場合の連絡先、電話番号、FAX番号、連絡可能な時間

等を確認しておきましょう。

3 管理会社・仲介不動産業者等に連絡後、今後の修理対応に関し説明を聞いてください。修理が遅

くなると言われた場合は、現時点での対処法を確認し、話し合いの内容や状況を記録に残すこと

も必要です。修理費の負担の有無も確認しておきましょう。

民法では「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務

を負う」となっています。したがって、賃借人の故意、過失がない場合、

通常は貸主が修繕義務を負います。ただし入居時の契約書に特約がある

場合賃借人が修繕義務を負うこともあります。

賃貸物件での水漏れ等トラブルが生じた場合は、必ず管理会社などに

報告し、今後の修理対応、費用等に関し双方で話し合いをすすめてくだ

さい。修理費用を請求された場合は賃借人の故意、過失がないかどうか

を話し合いましょう。

1 状況を確認する。

P4 事例1-1参照

昨晩、異臭がしたのでトイレを見たら便器と床の接合部あたりから水が漏

れだしてきていた。4ケ月前に賃貸アパートに入居した際、「なにかあれば

管理人に言うように」と言われていたので管理人に電話した。管理人は「明日、

見に行く」と言ったがすぐに来てくれなかった。数日後、修理業者が部屋に

来て、トイレは修理され費用の請求もなかったが対応が遅い。

事例 賃貸アパートの場合2

賃貸物件の場合



消費生活総合センターからのご案内

消費生活に関わる安全・安心情報をお届け！

相模原市消費生活メールマガジン 新規登録の方法

メールマガジンの配信解除

お問合せは消費生活総合センター（042-776-2598）へ

空メール用QRコード

（読み込めない場合はこちら➡ sagami_syouhi@e.bme.jp）

1

消費生活に関わる安全 安心情報報をお届け報をおお届届け報ををおお届け

相模原市消費生活
メールマガジン

頻発している

悪質商法の情報

消費生活

イベント情報

製品事故や

リコール情報

その他

消費生活情報

パソコンや携帯電話のメールアドレスを登録していただいた

皆さんに、悪質商法や製品事故などの消費生活に関する情報を

メールでお知らせします。

登録完了時に受け取ったメールに配信解除用のURLが添付してありますので、URLを

クリックしていただければ、配信解除の手続が完了します。

または、仮登録時に送信したアドレス（sagami_syouhi@e.bme.jp）へ空メールを送信

し、返信で来たメールのURLをクリックし、配信解除の手続きをしてください。

QRコードから読み込んだア

ドレスへ空メールを送信

2

届いた本登録用のメール

から登録フォームにアク

セス

3

必要事項（年代・性別・お

住まいの地域を選択）を

入力

4

登録ボタンを押す

6



115号（7月発行）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君がレクチャーしています。お子さん、お孫さんと一緒に学んでいきましょう。

エシカル消費って何？第 4 回

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

大輔君大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔君大輔君大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔君君君君君君君君君君君君君君大輔君

大輔君大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔君大輔君大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔輔君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君君大輔君

大輔君大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大輔君大大大輔君

新人職員K君

お母さんさささんんんんんんんんんんんんんお ささささささささささささんお母さんおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母母ささささささささささささささささささささささささささささささささささんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんお母さん

お母さん

ここが

「エコマークの付いている商品を買う」「必要なものを、必要な分だけ

買う」「値段だけでなく長く使えるかどうか考えてみる」「地元産の食べ

物を地元で消費する」といったことも身近にできる「エシカル消費」とな

ります。まずは、できるところから始めてみましょう。

▶エシカル消費とは、人や社会、環境に配慮したものやサービスを選んで消費することをいう。

▶「フェアトレード製品」や「エコマーク」などの表示を参考にする。

▶「必要なものを必要な分だけ買う」や「地産地消」など身近なところからできることがある。

今の時代は契約トラブルに注意すれば、安いもの

がいつでも買えるしすごく便利な生活ができるね。

これならすぐにでも始められそうね。

あら、夕飯の買い物に行く時間だわ。早速「エシ

カル消費」について考えてみようかしら。

近くのスーパーに「フェアトレード製品」が売っ

ているのかも探してみましょうね。

そうなんだね。

でも、すべてのお店に「フェアトレード製品」があるわけじゃな

さそうだし、もっと身近なところからできることもあるのかな？

そうね。豊かな生活だけど、これでいいのかしら。

ニュースでは、貧困や児童労働などの社会問題が流

れているし、私たちに何かできることはないかしら。

僕も行くー!!

「エシカル消費」って聞いたことがあるかな？

人や社会、環境に配慮したものやサービスを選んで消費するこ

とを言います。

たとえば、発展途上国で作られて適正な値段で継続的に取引さ

れている製品を「フェアトレード製品」と呼び、購入すること

で生産者の生活が安定するなどの支援につながっています。

ポ イ ン ト ！
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すぱいす 第118号 平成30年（2018年）4月
QRコード

入口

淵野辺駅

鹿沼公園

淵野辺駅南口入口

淵野辺

高根一丁目

相生交番前

淵野辺駅
南口

◀至八王子

国道16号

至町田▶JR横浜線

駐輪場
交番

交番

バス停（弥栄）

バス停（弥栄）

バス停

（弥栄1丁目）

（国民生活センター）

バス停

国民生活
センター

笑って撃退！悪質商法防止落語
消消費費者者月月間間記記念念講講演演会会消消

商品テスト施設見学会

第１部 笑って撃退！
悪質商法防止落語

独立行政法人国民生活センター

相模原事務所（中央区弥栄3-1-1）

場 所

申込は消費生活総合センターへ042-776-2598

申込期間 ５月１日～５月18日

時 間：９：30～11：00 定 員：100人（先着順）

第１部・第２部どちらか一方だけの参加でも結構です。

５月は消費者月間です。様々な手口で巧みにだまそうとする悪質業者の魔の手から、自分や

周りの方を守るため、事例や対策を知り、悪質商法を撃退しましょう。

健康食品の送り付け商法や無料点検から展開する家屋修理の悪

質商法など、消費者は常に悪質な業者に狙われています。落語家

の立川平林さんによる落語で楽しく対策を立ててみませんか。

第2部 商品テスト施設見学会

時 間：11：15～12：15 定 員：30人（先着順）

普段の生活で使用しているドライヤーや炊飯器などには、一歩

間違えば火災などの事故が発生する危険が潜んでいます。施設の

見学を通じて、身近に潜む商品の危険を学びます。

＆

ア
ク
セ
ス
マ
ッ
プ

開催日 ５月19日土

対 象：相模原市在住・在勤・在学の方 共 催：独立行政法人国民生活センター

アンコール

企画！

参加無料！

８


