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買物をする前に悩んだら…

買った後、困ったことが起こったら…

お金のことで悩んだら…

自分で判断するのが難しいと感じたら…

障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

消費生活センターに相談しましょう！

消費生活センターや消費生活相談窓口では、消費生活に関する様々な相談や苦情
を受け付けています。消費者トラブルに巻き込まれたときはもちろん、トラブルに
なっていない場合でも、契約する前に分からないこと、不安なことがあれば、気軽
に相談してみましょう。
電話での相談のほか、相談窓口で相談員と会って相談することもできます。相談

は無料で、相談する方の秘密は守られます。
専門の知識を持った消費生活相談員が、あなたのお話を聞きながら、トラブル解

決のお手伝いをしてくれます。

？ こんなことで悩んでいませんか？

消費生活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

消費生活センターに相談しましょう！

？ 消費生活センターとは？

消費生活センターは、全国の都道府県・市町村に約850か所あり、各地方公共団体が
設置しています。国家資格を持った消費生活相談員やそれに準じた専門知識・技術を
持った人が対応します。消費者関連の法律に基づき、解決のためのアドバイスをしたり、
必要に応じて事業者との間に入ってあっせんを行ったりして被害の回復を図ります。相
談は無料です。

消費者ホットライン１８８は、
全国共通の電話番号で、地方公
共団体が設置している身近な消
費生活相談窓口をご案内いたし
ます。
年末年始（12月29日〜１月

３日）を除いて、原則毎日ご利
用いただけます。
契約や悪質商法におけるトラ

ブル、製品・食品やサービスに
よる事故等のご相談で、どこに
相談してよいか分からない場合
には、一人で悩まずに、消費者
ホットライン１８８番をご利用
ください。

？ 消費者ホットライン１８８ のご案内
い や や

消費者庁 消費者ホットライン１８８
イメージキャラクター イヤヤン
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障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

② 相談するときに聞かれることを知っておきましょう。

★トラブル解決のために、商
品・サービスのことや、契
約についての情報が必要で
す。相談員があなたにお聞
きします。

★メモにしておくと、相談し
やすいかもしれません。

★インターネットに関係する
ものは、画面やURLなどが
残っていれば、プリントア
ウトしておきましょう。

★スマートフォンに関係する
ものは、画面が残っていれ
ば、スクリーンショットを
撮っておきましょう。

① トラブルのもとになった商品やサービスに関する書類を用意して
おきましょう。

・商品やサービスの保証書
・契約書など、約束ごとが書かれた
書類
・請求書や領収書など金額が分かる
もの
・商品やサービスのパンフレット

など

もしあれば用意しておくもの

消費生活センターに相談しましょう！
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・街で声を掛けられた、
ネットで見付けたなど、
契約のきっかけ

・契約をしようと思った理由
・契約日
・契約・購入した商品・
サービスはどんなものか

・契約金額
・支払方法
・契約事業者名 など

トラブルの解決をスムーズにするために書類の準備や、相談時に聞かれることを知って
おきましょう。

？ 知っておきましょう



障がい者の消費行動と消費者トラブル 事例集

★相談の方法は？
センターに電話をして相談するか、センターに出向いて相談しましょう。
センターに出向く場合は、できれば事前に電話をしてセンターが開いてい

る時間等などを確認しておきましょう。①で準備した書類があれば、手元
に置いておきましょう。
センターに行ったり電話を掛けたりすることが難しい場合、FAXやメー

ルで相談を受け付けてくれるセンターもあります。最寄りのセンターに確
認してください。

★相談は自分でしましょう！
相談は原則として、本人がしてください。難しければ、支援者に付き添っ

てもらいましょう。

★相談に関係する情報を聞かれます！
相談者の名前、年齢、住所など、トラブル解決のために必要な情報は細

かく聞かれます。相談員には守秘義務があるため、これらの情報が本人の
同意なしに外部に漏れることはありません。

③あなたの最寄りの消費生活センターは？
あなたがお住まいの県や市町村には、消費生活センター、又は、消費生活

相談窓口が設置されています。（※１）
最寄りのセンターや窓口の電話番号が分からない場合は、「１８８」

（※２）に電話を掛けましょう。郵便番号を入力するか、お住いの地域を選
択すると、最寄りのセンターにつながります。（※３）

※１ 独立行政法人国民生活センターのHPから全国の消費生活センターを検
索することができます。
（http://www.kokusen.go.jp/map/index.html）

※２ 「消費生活センター」や、「188」については、105ページをご覧く
ださい。

※３ 最寄りのセンターが休みの場合等、都道府県センターや独立行政法人
国民生活センターにつながることがあります。

④相談しましょう！

消費生活センターに相談しましょう！
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い や や

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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