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【本資料について】

この統計は、横浜市消費生活総合センターへ平成 年度に寄せられた 件の相談情報

を、国民生活センターが所管するPIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム：各地の消

費生活センター及び消費生活センターが受け付けた相談情報を蓄積したデータベース）を用い

て分析し、まとめたものです。 

 

・統計内の「年齢」は、特別な記載がない限り、契約者の年齢を基準にしています。 

・統計内の「高齢者」は契約者 60歳以上で分析しております。 

・統計内の数値は平成 29 年 9 月時点のものです。 

・各表/グラフにおける区分毎の各割合（％）の数値は、小数点第 2位で四捨五入しているため、

区分毎の割合の合計は 100％にならない場合があります。  
・資料内の市内人口は、「横浜市統計ポータルサイト」の平成 28年 1 月時点の統計値より引用し

ています。 

   横浜市統計ポータルサイトＵＲＬ http://www.city.yokohama.lg.jp/ex/stat/ 
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相談全体に占める高齢者相談

 年代別でみた相談件数

横浜市民 人当たりの相談人数で年代ごとに比較すると、消費生活相談が生じる割合

が高い年代は 歳代・ 歳代以上となっている。 歳代までの若年層は人口に対し契約

者としての相談件数の生じる割合が低く、 歳代までは増加傾向にあり、 歳代は若干減

少するものの、 歳代、 歳以上も高い割合となっている。（【図 】参照） 

【【図 】契約者の年代別割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 年代別でみた販売形態の特徴

契約者年代ごとの割合をみると、販売形態別で次のような特徴がみられた。

・「訪問販売」「電話勧誘販売」は、自宅にいる機会の多い高齢者ほど割合が高く、年代が上がるに

連れて相談の割合も階段状に増加している。

・「ネガティブ・オプション」は、相談件数が少ないものの、 歳以上で約 ％をしめている。

・「訪問購入」は、 歳以上からの相談の割合が高くなっている。（【図 】参照）

（相談件数・件）（人）

未成年者 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上

相談件数 市民 人当たりの相談人数
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【【図 】契約者年代別でみた販売形態の特徴

 

 

 

  

注１ 年齢不明を除いて分析 

注２『マルチ・マルチまがい』とは、商品・サービスを購入した人に、次は自分が買い手を探し、買い手が増えるごとにマー

ジンが入る販売形態。 

注３『ネガティブ・オプション』とは、商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと勘違

いして支払うことを狙った商法。 

注４『訪問購入』とは、事業者が消費者の自宅等を訪問して、物品の購入を行う取引のこと。 
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高齢者の相談概要

 高齢者の相談件数の推移

 過去 年間の 歳代、 歳代、 歳以上の相談件数と、横浜市民 人当たりの相談人

数の推移をグラフに示した。

年間の相談件数をみると、 歳代、 歳代は横ばいだが、 歳以上は、やや増加傾向とな

っている。

横浜市民 人当たりの相談件数でみると、 歳代と 歳以上がやや増加している。また、

平成 年度に 歳代、 歳以上が急増しているが、これは、同年度に高齢者をターゲットに

した健康食品などの『送り付け商法』の相談が増えたためと考えられる。（【図 】参照）

 

【【図 】過去 年間の契約者 歳代以上の相談件数と割合  

（人）
（相談件数・件）

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度
歳代 歳代

歳以上 市民 人当たりの相談人数（ 歳代）

市民 人当たりの相談人数（ 歳代） 市民 人当たりの相談人数（ 歳以上）
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 契約者が 歳以上の相談者は「家族や第三者から」が多い

 相談者が契約者本人である場合と、本人以外の家族および第三者である場合の割合を相談全体

と高齢者の年代別で比較した。

家族や見守る立場の方など、契約者本人以外からの相談の割合が大きいのは 歳以上で、４

割余りが家族および第三者からの相談となっている。想定される理由としては、高齢者本人

が身体的・精神的な問題により相談することが困難である場合や、被害にあったことに気付

いていないケースがあることが理由のひとつと考えられる。

一方で、 歳代はむしろ、全体と比較して、契約者本人からの相談の割合が大きくなっている。 

（【図 】参照）

【【図 】高齢者の相談に占める「契約者本人から」と「家族および第三者から」の割合 

見守る立場の方からの相談は、 件寄せられており、「ケアプラザ職員」 件、「民生委員・児童

委員」 件「消費生活推進員」 件、その他「福祉関係従事者」 件となっている。（【表 】参照）

【表 】見守り関係者の内訳

ケアプラザ職員 件

民生委員・児童委員 件

消費生活推進員 件

福祉関係従事者 件

合計 件

注１ ケアプラザとは、横浜市の各地域での福祉保健活動や交流の拠点となる在宅介護支援施設の職員 

注２ 福祉関係従事者は、「ケアプラザ職員」「民生委員・児童委員」「消費生活推進員」以外の福祉関連の

仕事に従事している方 

全体

歳代

歳代

歳以上

契約者本人 家族および第三者
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 契約者が 歳以上は女性の相談が多い

契約者の性別で見ると、高齢になるほど女性の相談割合が多くなるが、おおむね男女の人口割

合と一致している。（【図 】参照）

 

【【図 】契約者性別の割合

 歳以上は処理結果の中であっせん率が高い

相談全体と高齢者年代別の相談処理結果の割合を比較すると、相談員が相談者に対し、自主解

決に向けてアドバイスを行った「助言」の占める割合が、いずれの年代も大きいが、センターが

事業者と相談者の間に入り、解決に向けた話し合いの調整を行う「あっせん」を行った割合は、

歳代、 歳以上で大きくなっている。  （【図 】参照）

【図 】高齢者の相談と相談全体の処理結果の割合
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あっせん解決 あっせん不調 助言（自主交渉） その他情報提供 他機関紹介 処理不能・不要
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高齢者の相談に多い商品・役務

 高齢者の相談が占める割合の多い商品・役務 

高齢者の相談が占める割合の多い商品・役務の上位 品目をみると、１位が『山林』２位

が『公社債』、３位が『老人ホーム』となっており、高齢者に架空のもうけ話を持ち掛ける相

談事例が目立つ。

また、『ふとん類』『新聞』『工事・建築』『有線テレビ放送』など、訪問販売によるトラブ

ルも高齢者の特徴の一つと言える。（【表 】参照） 

 

【【表 】高齢者の相談が占める割合の多い商品・役務

順
位 

商品・役務名 
高齢者の相談が

占める割合 

高齢者の

相談件数 

全年代の

相談件数 
代表的な相談事例 

1 山林 94.0% 47 50 
◆山林を高く買い取ると事業者に言われた

が、実際には他の土地（山林）と交換契約で

高額な代金を請求された。 

2 公社債 91.7% 55 60 
◆銀行と航空会社を名乗る人から、社債の購

入枠があると不審な電話がある。 

3 老人ホーム 83.6% 56 67 
◆老人ホームの入居権を譲ってほしい、老人

ホームの入居権が当たった等の不審な電話。 

4 株 81.1% 43 53 

◆銀行や証券会社を名乗り、「株券を購入し

たいのであなたの名前を貸してほしい」など

と不審な電話。◆証券会社から、マイナンバ

ーを通知する書面が届いた。通知は必要か。 

5 ふとん類 63.6% 63 99 
◆独居、認知症傾向のある高齢者等が家庭訪

販で、次々とふとんを購入させられた。 

6 新聞 60.4% 125 207 
◆高齢の母が複数の新聞を交互に再来年まで

契約していると分かった。解約したい。 

7 ファンド型投資商品 60.2% 74 123 
◆新たなビジネス、債権、内容の不明なファ

ンド等への投資でもうかると言われ出資した

が怪しい、連絡が取れない。 

8 固定電話サービス 60.0% 72 120 
◆契約している事業者より、サービスが終了

する新コースの契約をするよう勧誘された

が、本当か。 

9 普通生命保険 59.2% 74 125 
◆高齢の両親が勧められ保険の契約（転換）

をしたが、保険料、契約内容が説明と違う。 

10 工事・建築 55.3% 511 924 
◆点検に来た事業者に勧められリフォームの

契約をしたが、高額な契約なので解約したい。 

11 他の行政サービス 51.7% 60 116 
◆国の機関名が書かれたアンケートの封書が

届いた。信用してよいか。 

12 有線テレビ放送 50.0% 43 86 
◆来訪したケーブルテレビ事業者に進められ

契約したが内容が分からないので解約したい。

13 修理サービス 44.3% 149 336 
◆水漏れ修理を依頼したら、高額な請求を受

けた。必要以上の交換工事を勧められた。 

14 商品一般 42.8% 358 836 
◆国の機関を騙って「総合消費料金未納」と

かかれた不審な葉書が届いた。 

15 電気 42.7% 41 96 
◆電力自由化で電気代が安くなると電話勧誘

があったが信用性を知りたい。 

注１ 契約者年齢が 60 歳以上の相談のうち、商品・役務名で相談件数が 40 件以上のものを抽出し、全年代の件数と比較

し、割合の多い順に表示している。 

注２「他の行政サービス」は、印鑑証明、自動車免許証など各種証明書の発行・更新業務、行政の行うアンケート調査、

都道府県庁、市町村役場に関する相談など 
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 高齢者の年代別 相談件数の多い商品・役務

歳代、 歳代、 歳以上の年代別相談の特徴について、商品・役務別上位 品目と、過

去５年間の件数推移を示したのが以下の表である。（【表 】【表 】【表 】参照）

歳代は、内容が架空または不明確な有料サイト使用料を請求されるなどの『デジタルコン

テンツ一般』が 位で 件、『アダルト情報サイト』が 位で 件となっており、 位『工

事・建築』の 件に比べ、断然相談件数が多い。

過去 年間の件数の推移をみると、『デジタルコンテンツ一般』と『他のデジタルコンテンツ』

の相談が増加している。

また、「格安サイトで旅行を申し込み、代金は既に振り込んだが（クレジットカードで支払っ

たが）、旅行会社が倒産した。返金してほしい」などの『海外パックツアー』に関する相談が、

旅行会社の倒産に伴い急増した。（【表 】参照）

【【表 】契約者が 歳代の商品・役務別上位 20 位     （単位：件【対平成 年度増減率】）

順位 商品・役務名 H24 H25 H26 H27 H28 
対 H24 

増減率 

1 

デジタルコンテンツ一般 

※1 97 126 191 410 425 338.1% 

2 アダルト情報サイト ※1 274 343 467 408 270 ▲ 1.5% 

3 工事・建築 226 218 170 182 172 ▲ 23.9% 

4 

他のデジタルコンテンツ  

※1 23 39 39 59 136 491.3%

5 商品一般 96 129 117 129 127 32.3% 

6 インターネット接続回線 47 45 112 148 120 155.3%

7 携帯電話サービス 45 44 64 75 95 111.1% 

8 役務その他サービス 85 73 78 84 87 2.4% 

9 不動産貸借 87 75 87 82 84 ▲ 3.4% 

10 健康食品 29 75 33 24 59 103.4% 

11 修理サービス 67 58 42 60 58 ▲ 13.4%

12 海外パックツアー 5 9 8 5 46 820.0% 

13 フリーローン・サラ金 42 34 33 36 36 ▲ 14.3% 

13 テレビ放送サービス 36 28 30 36 36 0.0% 

15 新聞 50 35 34 39 30 ▲ 40.0% 

16 普通生命保険 31 34 11 25 29 ▲ 6.5% 

16 医療サービス 34 32 26 28 29 ▲ 14.7% 

18 モバイルデータ通信 15 9 13 24 27 80.0% 

19 興信所 11 10 9 10 26 136.4% 

20 基礎化粧品 15 32 11 17 24 60.0%

※1 は「デジタルコンテンツ」の下位キーワード 
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歳代は、 歳代と同様、内容が架空または不明確な有料サイト使用料を請求されるなど

の『デジタルコンテンツ一般』が 位で 件、『工事・建築』が 位で 件、『アダルト

情報サイト』が 位で 件となっている。

過去 年間の件数の推移をみると、「パソコンを利用中にウイルスに感染していると警告表

示が出てセキュリティーソフトをダウンロードし、代金はクレジットカードで支払ったが解約

したい」「ＯＳのアップグレードをしたら今までのソフトが使えなくなった」などの『他のデ

ジタルコンテンツ』が急増している。（【表 】参照）

【【表 】契約者が 歳代の商品・役務別上位 位     （単位：件【対平成 年度増減率】）

順位 商品・役務名 H24 H25 H26 H27 H28 
対 H24 

増減率 

1 

デジタルコンテンツ一般 

※1

2 工事・建築

3 アダルト情報サイト※1

4 商品一般

5 インターネット接続回線

6 

他のデジタルコンテンツ 

※1

7 役務その他サービス

8 携帯電話サービス

9 健康食品 ▲

10 不動産貸借 ▲

11 修理サービス

12 ファンド型投資商品 ▲

13 テレビ放送サービス

14 新聞 ▲

15 固定電話サービス

15 医療サービス ▲

17 普通生命保険 ▲

18 公社債 ▲

19 他の行政サービス

20 四輪自動車

※1 は「デジタルコンテンツ」の下位キーワード 
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歳以上は、『工事・建築』が 位で 件、『健康食品』が 位で 件、『商品一般』

が 位で 件、『新聞』が 位で 件となっている。『デジタルコンテンツ一般』や『他の

デジタルコンテンツ』などインターネット関連の相談件数を上回っている。

また、『ふとん類』『老人ホーム』など、比較的高齢者がトラブルに遭いやすい商品・役務

別の相談は 歳代、 歳代に比べ、 歳以上で顕著にあらわれている。（【表 】参照）

【【表 】契約者が 歳以上の商品・役務別上位 位    （単位：件【対平成 年度増減率】）

順位 商品・役務名 H24 H25 H26 H27 H28 
対 H24 

増減率 

1 工事・建築 

2 健康食品 

3 商品一般 

4 新聞 

5 

デジタルコンテンツ一般

※1 

6 インターネット接続回線 

7 役務その他サービス 

8 修理サービス 

9 アダルト情報サイト ※1 

10 固定電話サービス 

11 

他のデジタルコンテンツ 

※1 

12 ふとん類 

13 不動産貸借 

13 テレビ放送サービス 

13 老人ホーム 

16 ファンド型投資商品 

16 携帯電話サービス 

18 他の台所用品 

18 他の行政サービス 

20 山林 

※1 は「デジタルコンテンツ」の下位キーワード 

 

注１「デジタルコンテンツ一般」は、内容が架空または不明確な有料サイト利用料を請求するメール等に関する相談 

注２「他のデジタルコンテンツ」は、ＳＮＳ、占いサイト、懸賞サイト、ダウンロードしたセキュリティソフト等に関

するもの 

注３「商品一般」は、商品の特定が出来ない／身に覚えのない架空請求等に関するもの 

注４「役務その他サービス」は、サービス業のうち「金融・保険」「運輸・通信」「教育」「教養・娯楽」「保健・福祉」「外食・食事宅配」 

     「冠婚葬祭」「家事」などのサービスに該当しない役務に関するもの 

注５「金融関連サービスその他」は、クレジットカードの入退会/会費や両替、外貨両替等に関するもの 

注６「他の台所用品」は、浄水器、水素水発生装置、キッチンスケール、漬物器等に関するもの 
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高齢者の相談に多い販売形態等

 高齢者の販売形態

相談全体と 歳代、 歳代、 歳以上の販売形態別の割合をグラフに示した。

（【図 】参照）

歳代は、全年代層と比較して販売形態別の割合に大きな差が見られないが、 歳代、

歳以上と高齢層になるほど『通信販売』の割合が小さくなり、『訪問販売』及び『電話勧誘

販売』の割合が大きく増えていることが分かる。

歳以上では、『訪問販売』及び『電話勧誘販売』の割合が５割を超えており、在宅機会が

多く年齢が高いほど勧誘のターゲットになっていることがうかがえる。

【【図 】高齢者の販売形態別割合

注１ 上記の件数は、販売形態が「不明・無関係」を除く 

注２ 「その他」は、「マルチ・マルチまがい」「ネガティブ・オプション（送り付け）」「その他無店舗」のいずれか 

 

 

 高齢者の契約金額

高齢者の平均契約金額の過去の推移をグラフに示した。（【図 】【図 】参照）

相談全体の平均契約金額と比べ、いずれの年度も高齢者の相談の方が高額となっており、

契約者が 歳以下と 歳以上で比較すると、 万円以上の差になっている。

ここ数年、全体と高齢者の金額差が縮まってきていたが、平成 年度は高齢者の金額

が増加に転じ、全体との金額差も大きくなった。

全体

歳代

歳代

歳以上

通信販売 店舗購入 訪問販売 電話勧誘販売 訪問購入 その他
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【【図 】高齢者と相談全体の平均契約金額の推移          【図 】契約者 歳以下・

歳以上の平均契約金額

※「契約金額」とは、契約金額、購入（予定）金額または事業者から請求を受けている金額のことを指す 

※ 「不明・無回答」を除いて分析 

契約金額別割合では、相談全体と比較して、年代が上がるにつれて 万円以上の相談割合

が多いことが分かる。（【図 】参照）

【図 】高齢者の契約金額の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体

歳代

歳代

歳以上

万円未満 万円以上 万円未満 万円以上 万円未満

万円以上 万円未満 万円以上

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

高齢者（ 歳以上） 相談全体

（万円）

（万円）

歳以上 歳以下

歳以上 歳以下

－ 11 －



 高齢者の支払金額

実際に 円以上支払った 人について見てみると、平均支払額は『 万円』となってい

るが、年代別に見ると、年代が上がるほど平均支払額も高くなり、 歳以上が突出して高くなって

いることが分かる。（【図 】参照）

 

【図 】契契約者年代別の平均支払額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約者が 歳以下と 歳以上で比べると、 歳以下の平均支払額は 万円で、 歳以上の平

均支払額は 万円となっている。また、契約者 歳以上で平均支払額（ 万円）以上支払った

人について、契約した商品・役務別で見ると、 位「工事・建築」 位「ファンド型投資商品」 位

「投資信託」 位「山林」 位「特定生命保険」となっている。（【図 】【表 】参照） 

 

【図 】契約者 歳以下・ 歳以上   【表 】契約者 歳以上で平均支払額（ 万円）以上

          の平均支払額            支支払った人の商品・役務 上位 品目

 

 

順位 商品・役務名 件数 (%) 

1 工事・建築 69 (30.1)

2 ファンド型投資商品 28 (12.2) 

3 投資信託 17 (7.4) 

4 山林 11 (4.8) 

5 特定生命保険 10 (4.4) 

その他 94 (41.0) 

合計 229 (100.0) 

（万円）

歳以上 歳以下

未成年者 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上

平均支払額

万円

（万円）

注 特定生命保険とは、金利、通貨の価格、市場価格などの

指標の変動によりリスクを伴うおそれのある保険。外貨建て

保険など。
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 高齢者の支払方法

支払方法の割合について、相談全体と高齢者年代別で比較すると、 歳代では相談全体とほぼ同

じような割合だが、年齢が上がるにつれて「即時払」の割合が高くなり、 歳以上の高齢者では、

「即時払」で 割近くとなっている。

高齢者や判断不十分者が現金決済した場合、預金口座から引き出されているものの、支払先や金

額が明らかにできないという相談も多く、解決が難しくなる場合も見られる。

また、冠婚葬祭の互助会の相談などの「前払式」では、事業者の倒産リスクに加え、預金と違い

利息が付かない、サービスを受けずに解約する場合には、ときに多額の解約手数料を取られるなど

のデメリットがある。（【図 】参照）

 

【【図 】高齢者の支払方法の割合

注１「即時払」商品等の受け取りと同時に一括払い。（例）通常の現金での買い物、月払いの保険料、家賃、新聞代、

月謝等。

注２「前払式」商品等の受け取り前に全額か一部を支払う方式。（例）冠婚葬祭互助会、友の会、プリペイドカード、

回数券での前払、チケットの予約購入。

注３「自社割賦」消費者、販売者の二者間、 か月以上 回以上の分割払い。

注４「包括信用」消費者、販売者、信販会社の三者間、 か月越の立替払いで、クレジットカードを利用したもの。

注５「個別信用」消費者、販売者、信販会社の三者間、 か月越の立替払いで、クレジットカードを利用しないもの。

注６「その他の販売信用」には、翌月一括払いやコンビニ後払い等「 か月内払い」、ボーナス払いや手形等「他の

販売信用」、「ローン提携販売」を含む。

全体

歳代

歳代

歳以上

即時払 前払式 自社割賦 包括信用 個別信用 その他の販売信用
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高齢者の相談に多い販売方法・手口

高齢者の相談が占める割合が高い「販売方法・手口」で見ると、１位が「原野商法」２位が「催眠

商法（ＳＦ商法）」３位が「劇場型勧誘」となっている。（【表 】参照）

【【表 】高齢者に多い販売方法・手口別上位 位               （単位：件） 

順位 販売方法・手口等 
高齢者の相談

が占める割合 

高齢者の

相談件数 

全年代の

相談件数 
代表的な相談事例 

原野商法 ◆山林を高く買い取ると事業者に言われ
たが、実際には他の土地と交換契約で高額
な代金を請求された。

催眠商法

（ＳＦ商法）

◆認知症の母が何年も催眠商法（ＳＦ商
法）の会場に通い健康食品や低周波治療器
等を買っている。今後の契約を断りたい。

劇場型勧誘 ◆金融機関を騙って「航空会社の債権を購
入する権利がある。購入する意思がなけれ
ば名義を貸してほしい」と電話があり、そ
の後航空会社社員を騙って確認の電話が
入った。不審な勧誘が続き不安。

点検商法 ◆電話で「無料の耐震診断をしています」
と勧誘され訪問を了承したが、不安なので
断りたい。

テレビショッピン

グ

◆テレビショッピングで痩身用ベルトを
購入したがサイズが合わなかった。返品に
は応じられないと言われ不満。

ネガティブオプシ

ョン

◆知らない事業者から「注文していただい
た健康食品を送ります」と電話を受けた
が、注文した覚えはない。

電話勧誘 ◆プロバイダーおよび光回線への加入の
電話勧誘を受け、その場で承諾してしまっ
た。解約したいがどうすればよいか。

次々販売 ◆独居、認知症傾向のある高齢者が家庭訪
販で、次々とふとんを購入させられた。

代引配達 ◆高齢の母が電話で魚介類の勧誘を受け
断ったが商品が代引きで届いた。受け取ら
なくてはいけないか。

家庭訪販 ◆以前から頼んでいるシロアリ駆除業者
から連絡があり、「社名変更しました。明
日点検に伺います」と言うが、信用できる
か。

かたり商法（身分

詐称）

◆国の機関を騙って「総合消費料金未納」
と書かれた不審な葉書が届いた。どのよう
に対処すべきか。

利殖商法 ◆母が投資ファンドに多額の出資をして
いたと分かった。解約返金をもとめたい。

問題勧誘 ◆排水管清掃の事業者から、断ってもしつ
こく勧誘電話がかかってくる。電話をかけ
ないでほしい。

当選商法 ◆「懸賞金に当選した」というメールが届
き、手続き費用をクレジットカードで決済
した。騙されたと思う。

景品付販売 ◆父が目的を告げられず、景品を渡され数
年先の新聞購読契約をさせられた。断りた
い。

 ※1 契約者が６０歳以上の相談のうち、「主として販売方法に関する内容等キーワード」が 20 件以上のものを抽出し、

高齢者が相談全体に占める割合が高い順に表示している。 

※2複数選択可能なため、「内容等キーワード」件数の計は相談件数と一致しない。 
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販売方法・商法・手口 説明

原野商法 

（二次被害） 

ほとんど無価値で将来の値上がりの見込みがほとんどない土地を、値上がりする
かのように偽って売りつける商法。（過去に原野商法の被害に合った消費者に、
土地を買い取りたいなどと話をもちかけ、そのための測量費用や名義変更手続き
費用などを請求する『二次被害』の相談が多い。）

催眠商法（ＳＦ商法） 
締め切った会場等に人を集め日用品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた
後、 終的に高額な商品を売りつける商法。

劇場型勧誘 
「代わりに購入すれば高値で買い取る」等と立場の違う複数の事業者が、電話で
勧誘する手口。未公開株、社債、実態不明のファンドのトラブルに多くみられる。

ネガティブオプション 商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなければならないと
勘違いして支払うことを狙った商法。

次々販売 1 人の消費者に次から次へと契約をさせる販売方法。 

かたり商法 

（身分詐称） 

販売業者が有名企業や、市役所・消費生活センターなどの公的機関、適格消費者
団体の職員、またはその関係者であるかのように思わせて商品やサービスを契約
させる商法。 

利殖商法 
「値上がり確実」「必ずもうかる」など、利殖になることを強調して、未公開株、
ファンドなどへの投資や出資を勧誘する商法。 

問題勧誘 不招請勧誘や強引な勧誘など、勧誘方法に問題があるもの。 

当選商法 
「当選した」「景品が当たった」などと特別な有利性を強調して消費者に近づき、
商品やサービスを販売する商法。 

景品付販売 
景品を押付けて強引に契約するなど、景品を付けることを販売勧誘の手段にして
いるもの。 

高齢者に多い販売方法・手口について、年代別に内訳をみると、年代別の相談件数（【図 】契約

者の年代別割合参照）とは比例せず、次のような特徴がみられた。（【図 】参照）

「催眠商法（ＳＦ商法）」「次々販売」は、 歳以上の高齢者が突出して多い。

「劇場型勧誘」「テレビショッピング」は、 歳代が多くなっている。

「原野商法」は、ほぼ 歳以上の高齢者となっている。

「ネガティブ・オプション」「代引配達」は、 歳以上の高齢者が多くなっている。

「点検商法」「電話勧誘」「家庭訪販」は、高齢になるにつれ相談の割合が階段状に増加し、

特に「点検商法」では、 歳以上の相談が多くなっている。
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【【図 】高齢者に多い販売方法・手口 年代別内訳

未成年 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳代 歳以上 年齢不明
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判断不十分者契約について

 判断不十分者契約の相談件数推移

高齢者の相談の中でも悪質性が目立つのが、加齢に伴う疾病等、十分な判断ができない状態にあ

る消費者に対して契約をさせる、「判断不十分者契約（※）」である。

平成 年度は「判断不十分者契約」の約 割が 歳以上の高齢者となっており、特に 歳以上だ

けで 割を超えている。（【図 】参照）

【【図 】過去 年間の「判断不十分者契約」の相談件数推移

※ 「判断不十分者契約」とは、精神障害や知的障害、加齢に伴う疾病等、何らかの理由によって十分な判断ができない状態にある

者の契約のこと。通常、契約者より、家族や福祉従事者など第三者からの相談が大半を占める。 

（件）

平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度 平成 年度

高齢者以外

歳代

歳代

歳以上

歳以上

件

（ ％）
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 高齢者の判断不十分者契約の相談内容

平成 年度における、高齢者の「判断不十分者契約」の相談に多い商品・役務をみると、 位

がリフォーム工事など『工事・建築』、 位が『健康食品』、 位が『新聞』、 位が『商品一般』、

位が『魚介類』となっている。 （【表 】参照）

【【表 】高齢者の「判断不十分者契約」商品・役務別上位 位 

順位 商品・役務名 件数 代表的な相談内容 

1 工事・建築 34 
◆高齢で認知症の母が、必要のないリフォーム工事を契約し
てしまった。契約書もなく詳細が分からない。解約させたい。 

2 健康食品 27 
◆認知症の母が、電話で健康食品の購入を了承したようだ
が、必要ないものなので解約したい。配達されたが返品でき
ないか。 

3 新聞 22 
◆高齢の母が、様々な新聞社と複数契約していた。数年先ま
で契約を結んでいた。 

4 商品一般 14 
◆夫が電話勧誘で商品を注文したが、何を買ったか覚えてい
ない、事業者名も分からないという。次々購入させるのをや
めさせたい。 

5 魚介類 6 
◆高齢で認知症の母は、事業者から電話勧誘を受けると魚介
類の購入を承諾してしまう。今後の電話勧誘をやめさせた
い。 

5 修理サービス 6 
◆一人暮らしの母が畳替えをしたと知った。母は判断力の衰
えが目立ち、畳替えが必要だったとは思えない。 

5 テレビ放送サービス 6 
◆認知症気味の高齢の母は、衛星放送が見られない環境なの
に、衛星放送受信料を払っていた。 

5 
インターネット接続回

線 
6 

◆認知症の父が光回線の契約をしたが、途中から支払いをす
ることが出来なくなり通知書が届いた。不要なオプションが
ついており、オプション代は支払いたくない。 

9 ふとん類 5 
◆認知症の母が訪問販売で布団の契約をしたようだ。商品も
契約書も見当たらず振込用紙だけが数枚ある。払いたくな
い。 

9 特定生命保険 5 
◆判断力の衰えている両親が、銀行に勧められて豪ドル建て
生命保険を契約していた。高額な解約料に納得できない。 

9 有線テレビ放送 5 
◆電力自由化に伴い、ＴＶとネットのセット契約の勧誘があ
り、叔父は契約内容を理解しないまま契約をしたようだ。解
約したい。 

9 役務その他サービス 5 
◆高齢の父が以前作成した焼き物を新聞に掲載する費用を
支払うようにと言われている。掲載を止めさせたい。 

注１ 「テレビ放送サービス」は、公共放送の受信料、ワンセグ放送、地上デジタル放送等に関するもの 

注２ 「有線テレビ放送」は、光ファイバー等を通じて専用のチューナーを介し、テレビ放送の再送信や映画等の配信を

行うもの 

注３ 「役務その他サービス」は、サービス業のうち「金融・保険」「運輸・通信」「教育」「教養・娯楽」「保健・福

祉」「外食・食事宅配」「冠婚葬祭」「家事」などのサービスに該当しない役務に関するもの 
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 高齢者の判断不十分者契約はあっせん率が高い

歳以上の「判断不十分者契約」の相談と、相談全体の相談処理結果を比較した。

歳以上の「判断不十分者契約」のほうが、相談全体と比べて、センターが事業者と相談者

の間に入り、解決に向けた話し合いの調整を行う「あっせん」を行った割合が ポイントも

大きくなっている。

これは判断不十分者契約の場合、契約者本人から契約内容や契約に至った経緯などの正確な

聞き取りが難しく、解決までに手助けが必要なケースが多いことや、悪質なトラブルが多い

等の理由が考えられる。（【図 】参照）

【【図 】判断不十分者契約と相談全体の処理結果の割合 

全体

歳以上の

判断不十分者

あっせん解決 あっせん不調 助言（自主交渉）

その他情報提供 他機関紹介 処理不能・不要・不明
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高齢者の相談事例

① 原野商法の二次被害（ 歳代 女性）

【相談事例】 

年前に購入した他県の山林に介護施設が建設される事になったので土地を売ってほしいと事

業者から電話があった。坪単価 万円ほどで売れると言われた。別事業者からは測量の案内葉書

が届いた。信用できるか。 

 

【センターの処理】 

山林を売却しないかと持ち掛けて、新たに測量や広告の契約を締結させたり、別の土地との交

換契約を勧めて差額分を支払わせる『原野商法の二次被害』が増えている事を情報提供した。土

地所在の自治体に物件の評価額を確認するよう伝えた。後日、相談者より「所在地の役所に問い

合わせたところ、介護施設の建設予定はなく、坪単価はそんなに高くないと言われた」と報告が

あったため、事業者のセールストークを鵜呑みにせず、毅然とした態度できっぱり断る事、しば

らくは留守番電話にして必要な方のみ応答するよう助言した。 

② 健康食品等の過料販売【催眠商法（ＳＦ商法）】 （ 歳代 女性）

【相談事例】

３か月程前に、母からお金を貸してほしいと頼まれ不審に思い見に行くと、１人暮らしの母宅

に、催眠商法（ＳＦ商法）で購入した未開封の健康食品の箱が大量に置いてあった。また、複数

の事業者から自治会館や境内等でのカニの特売や 円のお楽しみ商品販売を知らせる勧誘葉書

が届いていた。

家の整理を始めると、 年ほど前からの領収書を見つけた。健康食品の他にも、ふとんや着物

などを大量に購入していたようで合計すると数百万円になる。母は「友達が出来て、とても楽し

い。」と止めようとしないが、今後の契約を止めさせ、残っている健康食品を引き取ってほしい。

【センターの処理】

契約者本人が来所し、 万円の布団、 万円の靴、呉服やアクセサリー等を３社と契約してい

る事が分かったが、本人は「布団は気に入っている。着物等は子供に譲りたい。もうお金がない

ので契約しない」ということだった。センターより３社に「未開封の健康食品の引き取りと、今

後の勧誘を止めてほしい」と連絡したところ、各社、「年間購入金額にすると過料販売とは言えな

い。消費期限内の商品は返金する。今後の勧誘は控える。」とのことだった。相談者に事業者の回

答を伝え、家に残っている商品を事業者に返品するよう伝えた。後日、健康食品、高濃度酸素発

生器など約 万円が返金されたことを確認し、相談終了とした。
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③ 公社債の劇場型勧誘 （ 歳代 男性）

【相談事例】

取引がある銀行を名乗って電話があり、「先月配布したとおり、近隣に大手航空会社の工場建設

の予定があるので弊社がその投資を行う予定である。その投資に際して出資枠が不足しているの

で、あなたの枠を貸してほしい。」と頼まれた。自分は投資する意思はなかったので、「好きにし

ていい」と答えてしまった。その後航空会社社員を騙る男性から確認の電話が入ったので、これ

までの経緯を伝えた。後刻、銀行から電話があり「違法な取引として航空会社からの監査が入る

事になった。あなたも名義を貸したのだから責任を取る必要がある。違約金 万円の内、い

くらなら支払えるか。あなたの家まで現金を受け取りに行く」と言われた。怖くなりそのまま電

話を切ったが、今後の対処法を教えてほしい。

【センターの処理】 

  複数の事業者が役回りを分担して消費者をだまそうとする「劇場型勧誘」について情報提供し

た。銀行のホームページに「当該銀行の社員を名乗る不審な投資勧誘に注意するように」との注

意喚起がされている事を伝え、今後連絡があっても相手にせず、留守番電話や着信拒否設定等で

対応するよう助言した。 

 

④ 布団の次々販売【認知症等の高齢者の事例】（ 歳代 女性）

【相談事例】

  母は医師の診断はまだ受けていないが、認知症のようだ。これまでも３社の訪問販売業者から

布団や除湿マット等を購入していることが分かり、支払が終了している事業者と交渉して一部返

金されたことがある。数か月前、また新たな契約をしたようで「 万円のうち頭金として３万円

だけ支払った。残りの 万円は数日後に代行業者が集金に来る」と話している。どうすればよい

か。

【センターの処理】

  訪問販売のトラブル相談事例を伝えた。高額な商品であり、必要性もないため、解約したい旨

を書面にして記録の残る方法で送付するよう助言した。また、販売業者より集金代行が入ると聞

かされていない以上、集金代行業者には支払い拒否するよう伝えた。後日相談者より連絡があり、

「販売業者へ通知書を出したが、あて先不明で戻ってきた。集金代行業者からも何も連絡がない」

とのことだったので、しばらく様子をみるよう伝え、一旦相談を終了した。

 ⑤ 貴金属の訪問購入 （ 歳代 女性）

【相談事例】

  数日前に「不要になった着物や靴を買いとる」という電話を受け、訪問を了承した。買い取っ

てもらうために予め準備していた洋服類を見せたが、「これ以外に貴金属はありませんか？」と言

われ指輪やネックレスを見せた。すると事業者は「プラチナのネックレスはカビが生えているの

でほとんど価値はありません。」と言われた。売るつもりはなかったが、相手の勢いに圧倒され断

り切れず、約 万円で売却してしまった。指輪やネックレスは子供たちに譲りたいものだったの

で取り戻すことはできないだろうか。

【センターの処理】

  訪問購入は、契約書面を受け取ってから 日以内であればクーリング・オフが可能である事を

説明し、クーリング・オフ通知の書き方を情報提供し、簡易書留で送付するよう伝えた。後日、

全ての品物を返却してもらい、受け取った代金を返金したと報告があり、相談を終了した。
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⑥ 次々リフォーム工事【福福祉従事者からの相談】 （ 歳代 男性）
 

  地域包括支援センター職員と契約当事者が、契約書を持参しセンターに来所相談 

 

【相談事例】

包括支援センターの利用者が、突然事業者が訪ねて来て「屋根の診断を無料でする」と言われ

了承した。屋根から降りてきた事業者が「傷んでいるところがある。工事した方が良い」と言わ

れ 万円で契約し、翌日屋根の塗装工事をしたようだ。

日後、再度、事業者が訪ねて来て、外壁が傷んでいると言われ 万円の外壁工事を契約し

てしまった。明日から足場を組む予定になっているが、高額な契約をしてしまったことを後悔し

ている。

【センターの処理】 

  後日、包括支援センターの担当職員と契約当事者が契約書を持参して来所され、契約に至る経

緯と契約書面を確認した。 

訪問販売による契約の場合は、契約書（法律で定められた事項が書かれた書面）を受け取って

から 日間は、クーリング・オフが可能であることを説明し、 つの契約について、クーリング・

オフ通知を配達記録が残る方法で送付するよう助言した。 

  後日、センターから事業者に連絡し、既に支払った 万円の返金を求めたところ、「クーリン

グ・オフ書面を受け取った。契約者の口座に返金する」との報告があった。返金を確認し、相談

終了とした。 

 

⑦ 仮想通貨（ 歳代 男性）

【相談事例】

  実家で 万円の領収書とマルチ商法の契約書を見つけ、父が２か月ほど前に仮想通貨の契約を

していたと分かった。また、母や親戚の名義で追加契約しているようで、 口 万円の領収書が

名分あった。父は今後儲かると信じて銀行から借金をしたようだが、詳細は言わない。今後の対

処法を知りたい。

【センターの処理】

  利殖や投資をうたう仮想通貨のトラブルが増加している事を情報提供し、必ず値上がりする等

の断定的判断の提供は問題であると伝え、事業者の説明を鵜呑みにしないよう助言した。

  しかし、契約者は契約に至る経緯等も語らず「止めない」と主張するため、相談者に、家族間

で再度話し合うよう伝えた。名義を冒用された当事者が解約を希望する場合は、事業者宛てに書

面通知するよう対処法を説明した。あわせて法律相談窓口を案内した。

⑧ 架空請求メール【かたり商法】（60 歳代 男性） 

【相談事例】 

  スマートフォンに「有料動画サイトの閲覧履歴があるので、本日中に登録解除の連絡をしない

と法的手続きに移行する」という内容の簡易メールが届いた。実在する大手通販会社名のメール

なので、気持ちが悪い。どうしたらよいだろうか。 

 

【センターの処理】 

  実在の会社名を騙ってメールを送りつけてくる架空請求の手口を情報提供し、有料サイトを利

用した覚えがないのであれば、サイト利用料の請求に応じる必要はないこと、また、事業者にこ

ちらから電話をかけて個人情報を伝えることのないよう助言した。 
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