
障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

SNSから起こるトラブル
男性（20歳代後半）：発達障がい

（自閉症スペクトラム障がい）

支援者から
事例提供

49

発達障がい者の事例①



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

七郎さん（仮名）の事例

性 別 男性

年 齢 20歳代後半

障 が い 種 別
（手帳の種類・等級）

発達障がい
（自閉症スペクトラム障がい）

（療育手帳・中軽度）

関 係 者 家族（両親）
障がい者の友人、福祉施設支援者

◆七郎さんの性格と普段の生活
・両親と三人で暮らしており、民間の企業で働いている
・真面目な性格である反面、頑固で融通がきかない
・ふだんから貯金をするために節約している
・給料は、毎月、生活費・小遣い・貯金の３つに分けてきちんと管理ができており、
車を買うために貯金を続けていた

・ふだんの買物はコンビ二でお菓子や雑誌を買ったり、友人と車に乗ってショッピング
モールへ行ったりしているが、無駄遣いをしたことは余りなかった

・趣味は友人とのサイクリングで、自転車のお店は障がいがあることを理解してくれて
おり、高額のものを一気に買おうとすると止めてくれるので、両親は安心して行か
せていた

・スマートフォンを使い、SNSやインターネットを利用している

支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例①）
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七郎さん
（家族と同居）

両親

民間企業

友人

一緒に外出したり、
買物したりしている 同居

勤務

福祉施設

通っている



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

これを売れば簡単にもうかる！？ 支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例①）
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Ｑ：何度かSNS上でやり取
りすれば、相手が信用で
きるかどうかはたいてい
分かると思いますか？

Ａ：「とても当てはまる」、
「やや当てはまる」との
回答が２割弱は存在。

Ｑ：「SNS上でしか知らない
人」への対応。面白そう
な人（又は信頼できそう
な人）から、何らかの商
品やサービス等の契約を
勧誘するメッセージが届
いたら、それには前向き
に対応する？

Ａ：「絶対そうする」、「多
分そうする」との回答が
１割程度存在。

出典：消費者庁「若者の消費者
被害の心理的要因からの
分析に係る検討会報告
書」（2018年８月）

SNS上の知り合い・友達に
対する意識は親世代と子ども
世代で異なる可能性があり、
注意が必要です！

SNSに関する若者の意識

あなたは大丈夫？？！



●事例の概要
ある日、七郎さんが職場に健康食品を持って行っているのを母親が見付けまし

た。これまでそんなことをしたことがないので不審に思い、こっそり七郎さんの通
帳を見てみると、二つの通帳から30万円ずつ、計60万円を知らない会社宛てに振り込ん
でいました。勝手に通帳を見たことが七郎さんにばれると嫌がるので、通帳を見たことを
悟られないよう、遠回しに事情を聞きだしました。
すると、七郎さんがSNSで知り合った男性とやり取りをしていることが分かりました。

SNSで見付けた男性のページには、札束の写真が載せられており、「簡単にお金を稼げる
から、あなたもやってみませんか」と誘われたとのことでした。
母親は七郎さんが利用している福祉施設に相談し、相手と連絡を絶つようアドバイスを

受けました。携帯電話の番号を変え、SNSのアプリも初期化し、相手の男性と一切連絡を
取らないようにしました。七郎さんは最初は相手の言うことを信じこんでいましたが、ご
両親や福祉施設の支援者に、お金は大切なものであり、自分が働いた対価であること、簡
単に楽してお金をもうけることはできないことを懇々と説明され、だんだんと理解してく
れたようでした。支払ってしまったお金は勉強料と思い、諦めました。
それ以降は、以前にも増してお金にシビアになり、再び車を買うことを目標に貯金をし

ています。

SNSがきっかけで起こったトラブルの事例です。七郎さんは、「楽をしてお金を稼げ
る」などの言葉を信用してしまい、60万円もの大金を支払ってしまいました。もしこの
まま気付かなければ、大量の在庫を抱え、もっと多くのお金を失ってしまったかもしれ
ません。また、七郎さんは電話番号を相手の男性にSNS上で教えてしまいました。イン
ターネット上やSNS上で自分や友人の個人情報をやり取りすることは非常に危険です。
自分だけではなく、自分の知り合いや友人に被害が及ぶことも考えられます。SNSは、
ふだん会えない人とコミュニケーションを取ったり、共通の趣味の人と会話をしたりす
るなど、私たちのコミュニケーションを楽しく気軽にしてくれる反面、今回のようなサ
イドビジネスの勧誘など、トラブルがたくさん起
こっています。SNSの危険性を理解し、安全に利
用するとともに、少しでも不安を感じたら、すぐ

に周囲の人やセンターに相談
しましょう。

障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例①）
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解説とアドバイス



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

試供品の持ち帰り
男性（30歳代前半）：発達障がい

支援者から
事例提供
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発達障がい者の事例②



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

性 別 男性

年 齢 20歳代前半

障 が い 種 別
（手帳の種類・等級）

発達障がい
(自閉症スペクトラム障がい)

知的障がい
（療育手帳 軽度）

関 係 者 家族（両親、妹家族、弟）

◆八郎さんの普段の生活
・家族と同居している
・積極的で、相手にアプローチをしていく性格
・普段は余り外出はしない
・収入は、主にB型事業所の給与で、お金は全て自分で管理している
・普段の買物は、スーパーやコンビ二でしている
・普段は自転車だが、家族と行く場合は車を使う
・高額なものを購入する際は、家族と一緒に買物に行く
・スマートフォンの電卓機能を使って事前に計算をし、買物をすることを心掛けている
一方、内税外税が分からず勘違いしてしまい、お金が足りなくなりレジで商品を返し
たことがあった

・ゲームをするのが趣味で、スマートフォンでゲームをしている

八郎さん（仮名）について

八郎さん
（家族と同居）

B型事業所

家族 両親

同居 同居
相談相手

通っている

支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例②）
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障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

お菓子を“ご自由”に持ち帰ってしまった！？ 支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例②）
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「ご自由にどうぞ」とはどうい
う意味でしょうか。
自由と言う以上、全部持って

行っても良いのでしょうか。
それとも「お一つどうぞ」

程度の意味でしょうか。
これはいわゆる社会における

「暗黙の了解」の一つかもし
れません。ただし、この「暗黙
の了解」は必ずしも全ての人に
共有されているわけではありま
せん。

＊キーワード：暗黙の了解

暗黙の了解と
合理的配慮とは？！

＊キーワード：合理的配慮

2016年4月に施行された障害
者差別解消法では、障がい者に
とっての生活のしづらさ、社会
の中のバリアを取り除く「合理
的配慮」が求められています。
障がいだけでなく、年齢、国

籍など様々な属性を持つ人に
よって社会は成り立っています。
色々な人にとって理解のしや

すい、誤解の無い表現は何か、
考えていくことが大切です。



●事例の概要
八郎さんが一人で買物に行ったとき、そのお店にはお菓子の試供品が置いて

ありました。そばには「ご自由にどうぞ」と書いてあり、それを見た八郎さんは、
そこにあったお菓子を全部持って帰ってしまいました。
その後、お店から八郎さんの自宅に「試食用のお菓子を全て持って帰られてしまった。

弁償してください」と電話があり、トラブルが発覚しました。
八郎さんが持って帰ってしまった分は、ご両親が代わりに弁償することになりました。
八郎さんには、ご両親から厳重に注意をし、その後は同じようなトラブルは起こって

いないとのことです。

この事例は、自閉症スペクトラム障がいの方の事例です。この障がいの特性の一つと
して、「暗黙の了解」を理解することや、いわゆる「空気を読む」のが難しいというこ
とが挙げられます。
このトラブルが起こったあと、ご両親は、八郎さんに、「試食などの場合には、一つ

か二つを試食するものだ」という暗黙の了解があると本人に伝えました。八郎さんは、
今回のは全て持って帰ってはいけなかったとは理解した様子でしたが、応用が利かない
ので、別の似たようなケースでは同じ失敗をするかもしれないとご両親は不安に思って
います。
例えば、「ご自由にどうぞ」でなく、「お一つどうぞ」と書かれていれば、今回の事

例のようなトラブルは起きませんでした。一方、「ご自由にどうぞ」と書かれていた以
上、ご両親が弁償する必要もなかったかもしれません。
障がいがあるなしに限らず、全ての人が暗黙の了解を理解しているとは限りません。

社会の一人一人の少しの工夫が、合理的配慮
への一歩となります。
また、あらゆる人が、社会で経験を

積みながらルールを学んでいく、失敗して
も繰り返し教え、学んでいくこと、そう
した環境を整えていくことが必要でしょう。

障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

支援者から
事例提供

２-２ 障がい者の消費者トラブル事例（発達障がい者の事例②）
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解説とアドバイス



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

その他事例⑦ 携帯電話の複数契約

携帯電話が好きで、気晴らしも兼ねて携
帯ショップによく出掛けます。店員に勧め
られるまま、次々新しい携帯電話を契約し
ては、解約することを繰り返していました。
中には、契約して３日で解約し、違約金が
発生してしまったこともあります。
また、解約しないで次々に契約を重ね、

携帯電話を７台同時に持っていたこともあ
ります。男性は、店員が困った顔をしたり
お勧めされると、つい新しい契約をしてし
まうのです。
支援者が携帯ショップに頼み、本人に契

●性別：男性
●年齢：40歳代後半
●種別：精神障がい、発達障がい

！ 本当に必要ですか？

携帯電話やタブレットを契約するとき、
お店ですぐに契約をせず、いったん家族
や周囲の人に相談するようにしましょう。
また、メールや電話、写真を撮るなど、

携帯電話でできることはたくさんありま
す。自分が持っている携帯電話でできる
ことを理解し、複数必要かどうかよく考
えましょう。
見守る側としては、本人の興味の対象

を認識し、必要に応じ成年後見制度等、
周りがサポートできる体制作りをするこ
とも選択肢の一つとなるでしょう。

その他事例⑧ 床下にカビが生えている？その他事例⑧ 携帯電話の契約プラン変更

本人が持っている携帯電話は、父親の
名義になっているので、契約変更等は父
親の了承がないとできないと思い家族や
支援者は安心していました。
ある日、本人から父親に「（父親の）

携帯電話の番号を教えてと言われてい
る」と連絡がありました。
おかしいと思い、店に確認すると、本

人が一人で携帯ショップに行き、データ
通信量が大きい、現在より料金の高いプ
ランを契約していたことが分かりました。
携帯ショップの店員から、契約主であ

る父親の携帯番号を教えるよう言われ、

●性別：男性
●年齢：30歳代前半
●種別：知的障がい

教えたところ、新しい契約を結べたと
のことでした。

！ どうやったら変更できる？

携帯電話を父親名義にし、本人が安易
に契約変更等ができないよう対策を講じ
ていたにもかかわらず、契約変更ができ
てしまった事例です。
日頃から本人と、携帯電話の使い方、

契約の意味、お金の価値などについてよ
く話すとともに、契約変更は必ず親と同
行して行うなどルールを作ることが大切
です。
店舗でも、契約者に合わせた配慮が必

要となってくるでしょう。

２-３ 障がい者の消費者トラブル事例（その他）

77

約させないようにしてもらいました。
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